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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 １０ｋｍ　１６～３９歳男子 0:29:24大会記録：

市区町村県名

53 藤原　敏 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ  0:34:22羽後町役場1 秋田県雄勝郡羽後町

189 三浦　駿斗 ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ  0:34:382 岩手県八幡平市

33 瀬川　翔太 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ  0:35:00花巻ＡＣ3 岩手県花巻市

191 吉田　雄一朗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:35:054 岩手県盛岡市

99 小野寺　元気 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ  0:35:16気仙沼本吉消防5 宮城県気仙沼市

40 大山　一樹 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ  0:35:40盛岡第三高校6 岩手県気仙郡住田町

49 高橋　健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ  0:36:097 岩手県北上市

97 柴田　和成 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ  0:36:27北杜地質Ｃ8 岩手県盛岡市

14 阿部　貴大 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ  0:36:32鹿角ランナーズ9 秋田県鹿角市

18 上山　侑大 ｳｴﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ  0:36:37盛岡南高校スキー部10 岩手県盛岡市

142 永井　秀昭 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ  0:36:4011 岐阜県大垣市

151 藤原　大樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ  0:36:48山口勉功研究室12 岩手県盛岡市

71 柴草　陽祐 ｼﾊﾞｸｻ ﾖｳｽｹ  0:36:53平館高校職員13 長野県上田市

129 西郷　孝一 ｻｲｺﾞｳ ﾀｶﾋﾄ  0:36:5614 岩手県紫波郡矢巾町

19 佐々木　豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ  0:37:1115 岩手県奥州市

118 平栗　悠揮 ﾋﾗｸﾞﾘ ﾕｳｷ  0:37:1616 神奈川県横浜市

51 大村　和臣 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞｵﾐ  0:37:24大村ンナーズ17 岩手県岩手郡雫石町

132 千田　翔平 ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  0:37:30大船渡陸上倶楽18 岩手県大船渡市

32 西舘　尋也 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾋﾛﾔ  0:37:5619 岩手県二戸郡一戸町

20 金野　拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ  0:38:03大船渡ＡＣ20 岩手県釜石市

17 田邊　凌 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ  0:38:15盛岡南スキー部21 岩手県盛岡市

161 高岡　豊 ﾀｶｵｶ ﾕﾀｶ  0:38:20走ＲＵＮ会22 岩手県滝沢市

69 平山　貴士 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  0:38:39ホルツ23 岩手県盛岡市

48 志賀　光訓 ｼｶﾞ ﾐﾂﾉﾘ  0:38:46チームも24 岩手県盛岡市

28 工藤　颯悠 ｸﾄﾞｳ ｿｳﾔ  0:38:53盛岡第三高校25 岩手県八幡平市

153 竹花　雄生 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ  0:38:5326 岩手県滝沢市

16 橋本　創 ﾊｼﾓﾄ ｿｳ  0:39:02盛岡南スキー部27 岩手県盛岡市

78 佐々木　竜一 ｻｻｷ ﾘｭｳｲﾁ  0:39:12盛岡友愛病院28 岩手県盛岡市

190 工藤　大介 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ  0:39:24盛岡第三29 岩手県盛岡市

67 松尾　慧人 ﾏﾂｵ ｹｲﾄ  0:39:2530 岩手県八幡平市

93 三浦　頌太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ  0:39:37七時雨ＴＲＣ31 岩手県盛岡市

70 松田　幸憲 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ  0:39:3832 宮城県多賀城市

34 大坪　貴明 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶｱｷ  0:40:0133 岩手県滝沢市

196 永井　健弘 ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾋﾛ  0:40:0834 岩手県八幡平市

47 佐藤　貴弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  0:40:11釜石駅伝クラブ35 岩手県滝沢市

144 千田　衛之介 ﾁﾀﾞ ｴｲﾉｽｹ  0:40:35盛岡三高陸上部36 岩手県滝沢市

184 中舘　弥寿夫 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾔｽｵ  0:40:36風とａｏ37 岩手県盛岡市

29 千葉　健太 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀ  0:40:3938 岩手県盛岡市

61 野村　貴裕 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:40:53盛岡消防本部39 岩手県盛岡市

88 菊池　健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ  0:41:02花巻病院40 岩手県奥州市

130 高橋　勇太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ  0:41:0941 岩手県花巻市

74 石母田　拓也 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ  0:41:11ＮＲＣ42 岩手県一関市

103 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ  0:41:1443 岩手県盛岡市

192 佐々木　裕孝 ｻｻｷ ﾕｳｺｳ  0:41:3044 岩手県宮古市

107 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:41:4045 岩手県奥州市

168 藤原　拓椰 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ  0:41:4846 岩手県一関市

52 今田　吏 ｲﾏﾀ ﾂｶｻ  0:41:5247 岩手県盛岡市

155 山本　隆之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ  0:42:0048 岩手県滝沢市

22 澤藤　拓野 ｻﾜﾌｼﾞ ﾀｸﾔ  0:42:0949 岩手県盛岡市

117 工藤　昭洋 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ  0:42:3550 岩手県盛岡市
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73 遠藤　大生 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ  0:42:4051 岩手県盛岡市

39 伊藤　宜紀 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ  0:42:4452 岩手県八幡平市

156 西舘　瑠唯紫 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾙｲｼﾞ  0:42:4853 岩手県滝沢市

139 千葉　宏幸 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:42:57大台雪板塾54 秋田県大仙市

26 鹿糠　雄二 ｶﾇｶ ﾕｳｼﾞ  0:43:04オーミ塗装55 岩手県盛岡市

157 川原　瑞彦 ｶﾜﾊﾗ ﾐｽﾞﾋｺ  0:43:0656 岩手県滝沢市

188 遠藤　嵐 ｴﾝﾄﾞｳ ﾗﾝ  0:43:17岩手県立盛岡農業高等学校57 岩手県滝沢市

98 林崎　匡展 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ  0:43:1958 岩手県久慈市

62 小瀬川　正尚 ｺｾｶﾞﾜ ﾏｻﾅｵ  0:43:22ＦＤＨ59 岩手県花巻市

23 小武方　健一 ｺﾌﾞｶﾀ ｹﾝｲﾁ  0:43:2260 岩手県八幡平市

59 安部　正教 ｱﾝﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ  0:43:3961 岩手県奥州市

180 渋田　健司 ｼﾌﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  0:43:4162 岩手県紫波郡矢巾町

50 三浦　裕紀 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ  0:43:4463 岩手県宮古市

96 渡部　智大 ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ  0:43:45岩大走友会64 岩手県盛岡市

162 佐藤　勝敏 ｻﾄｳ ｶﾂﾄｼ  0:43:4665 岩手県紫波郡矢巾町

66 千葉　新平 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾍﾟｲ  0:43:5666 岩手県下閉伊郡田野畑村

21 遠藤　直樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ  0:43:5967 岩手県二戸郡一戸町

152 菅原　孝弘 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:44:1668 岩手県奥州市

89 太田代　孝昭 ｵｵﾀｼﾛ ﾀｶｱｷ  0:44:27ＥＮ大塚製薬69 岩手県花巻市

179 藤倉　浩康 ﾌｼﾞｸﾗ ﾋﾛﾔｽ  0:44:3570 岩手県滝沢市

75 餘目　崇史 ｱﾏﾙﾒ ﾀｶｼ  0:44:3871 岩手県滝沢市

122 白椛　光平 ｼﾗｶﾊﾞ ｺｳﾍｲ  0:44:4272 岩手県盛岡市

154 山脇　和也 ﾔﾏﾜｷ ｶｽﾞﾔ  0:44:4973 岩手県滝沢市

149 菅原　伴和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｶｽﾞ  0:44:5174 岩手県盛岡市

90 阿部　雅志 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ  0:45:0275 秋田県湯沢市

92 今野　武 ｺﾝﾉ ﾀｹｼ  0:45:06ＳＭＭＣ－ＲＣ76 宮城県柴田郡柴田町

131 梶原　涼 ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ  0:45:2477 宮城県黒川郡大和町

199 武田　悠太佳 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ  0:45:3678 岩手県盛岡市

170 大森　亮平 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ  0:45:49走友会79 岩手県盛岡市

166 千葉　徹 ﾁﾊﾞ ﾄｵﾙ  0:45:5380 岩手県紫波郡矢巾町

84 福地　真悟 ﾌｸﾁ ｼﾝｺﾞ  0:46:0181 岩手県北上市

64 古林　太寿久 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｽｸ  0:46:18ナチュラルＲＣ82 兵庫県姫路市

121 伊藤　貫慈 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ  0:46:2183 岩手県盛岡市

148 佐藤　謙成 ｻﾄｳ ｱｷﾅﾘ  0:46:2484 岩手県盛岡市

127 平　知己 ﾀｲﾗ ﾄﾓｷ  0:46:27北上信用金庫85 岩手県北上市

125 須藤　勝哉 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾔ  0:46:3086 岩手県北上市

15 竹内　洋平 ﾀｹｳﾁ ﾖｳﾍｲ  0:46:3487 岩手県盛岡市

123 毛塚　雄一郎 ｹﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:47:2688 岩手県盛岡市

133 森　健陽 ﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ  0:47:5189 岩手県八幡平市

94 小山　真一 ｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  0:48:1390 岩手県二戸市

169 歳弘　薫 ﾄｼﾋﾛ ｶｵﾙ  0:48:2591 岩手県二戸市

108 上平　雄二 ｶﾐﾀｲﾗ ﾕｳｼﾞ  0:48:41安比高原92 岩手県二戸郡一戸町

165 菊池　広美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ  0:48:4793 岩手県奥州市

80 岡見　昌紀 ｵｶﾐ ﾏｻｷ  0:49:07ＪＲ東日本94 秋田県大館市

24 飯澤　養輔 ｲｲｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ  0:49:1395 岩手県一関市

86 小笠原　崇登 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾄ  0:49:1896 岩手県紫波郡矢巾町

167 福井　正人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ  0:49:2697 岩手県盛岡市

137 鈴木　善智 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ  0:49:3098 岩手県奥州市

35 渡辺　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ  0:49:34千住電子工業99 岩手県一関市

36 上平　俊介 ｶﾐﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ  0:49:35遠山病院100 岩手県八幡平市
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100 神　大輔 ｼﾞﾝ ﾀﾞｲｽｹ  0:49:52101 岩手県久慈市

126 工藤　英貴 ｸﾄﾞｳ ｴｲｷ  0:49:53ゾンビコブラ102 岩手県盛岡市

85 松舘　朋也 ﾏﾂﾀﾞﾃ ﾄﾓﾔ  0:49:53103 岩手県滝沢市

79 菅原　篤志 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｼ  0:50:01104 岩手県胆沢郡金ケ崎町

138 佐藤　雅 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ  0:50:10105 宮城県仙台市

109 阿部　伸生 ｱﾍﾞ ｼﾝｷ  0:50:30106 岩手県盛岡市

87 早坂　直紀 ﾊﾔｻｶ ﾅｵｷ  0:50:34107 岩手県岩手郡岩手町

119 内田　慶 ｳﾁﾀﾞ ｹｲ  0:50:53108 東京都小平市

82 小笠原　伸也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ  0:50:58109 岩手県盛岡市

38 川崎　智輝 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｷ  0:50:58（株）やまびこ110 岩手県滝沢市

11 天瀬　利勝 ｱﾏｾ ﾄｼｶﾂ  0:51:15雫石ロードランナ111 岩手県岩手郡雫石町

68 畠山　敦 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾂｼ  0:51:18112 岩手県盛岡市

116 千葉　達也 ﾁﾊﾞ ﾀﾂﾔ  0:51:32グレープシステ113 岩手県紫波郡矢巾町

171 須藤　佳祐 ｽﾄﾞｳ ｹｲｽｹ  0:51:33バイタルネット114 岩手県紫波郡紫波町

173 千葉　祥太郎 ﾁﾊﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:51:53115 岩手県一関市

114 畠山　文聡 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾌﾐｻﾄ  0:52:04116 岩手県盛岡市

12 工藤　靖明 ｸﾄﾞｳ ﾔｽｱｷ  0:52:10117 岩手県二戸郡一戸町

193 有泉　智博 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾄｼﾋﾛ  0:52:10118 岩手県盛岡市

112 千葉　竜一 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ  0:52:23119 宮城県加美郡色麻町

60 藤原　万寿 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋｻ  0:52:25120 岩手県盛岡市

106 小田嶋　美彦 ｺﾀﾞｼﾏ ﾖｼﾋｺ  0:52:36121 岩手県花巻市

160 及川　晃佳 ｵｲｶﾜ ﾃﾙﾖｼ  0:52:41たんぽぽクラブ122 岩手県遠野市

63 紺野　実 ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ  0:52:44123 岩手県盛岡市

13 佐藤　耕喜 ｻﾄｳ ｺｳｷ  0:53:20124 岩手県奥州市

128 小沢　達彦 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ  0:53:29ゾンビコブラ125 岩手県盛岡市

45 府金　洋平 ﾌｶﾞﾈ ﾖｳﾍｲ  0:53:36126 岩手県盛岡市

146 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ  0:53:38ランざっぷ127 岩手県奥州市

46 内舘　保明 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾔｽｱｷ  0:53:55釜石トライアスロン128 岩手県花巻市

65 佐藤　誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ  0:53:55石原観光バス129 宮城県白石市

187 千田　健太郎 ﾁﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  0:53:57130 岩手県宮古市

181 荒谷　一貴 ｱﾗﾔ ｶｽﾞｷ  0:53:58131 岩手県八幡平市

102 川村　新之助 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ  0:54:30132 岩手県盛岡市

110 桐明　智徳 ｷﾘｱｹ ﾄﾓﾉﾘ  0:54:43133 岩手県盛岡市

194 大橋　賢世 ｵｵﾊｼ ｹﾝｾｲ  0:54:49134 岩手県花巻市

43 川原　敦士 ｶﾜﾊﾗ ｱﾂｼ  0:55:15135 岩手県八幡平市

186 高力　弘司 ｺｳﾘｷ ﾋﾛｼ  0:55:17136 岩手県盛岡市

136 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ  0:55:18チームみのわ137 岩手県宮古市

158 上松　正和 ｳｴﾏﾂ ﾏｻｶｽﾞ  0:55:43138 岩手県一関市

105 永井　耕治 ﾅｶﾞｲ ｺｳｼﾞ  0:55:43139 岩手県盛岡市

201 堀岡　航 ﾎﾘｵｶ ﾜﾀﾙ  0:55:50140 岩手県九戸郡洋野町

195 廣田　章 ﾋﾛﾀ ｱｷﾗ  0:55:56141 岩手県滝沢市

37 石澤　勇人 ｲｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ  0:56:03北上市みつばち薬局142 岩手県一関市

101 千葉　洋人 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄ  0:56:10143 岩手県滝沢市

141 桐明　努 ｷﾘｱｹ ﾂﾄﾑ  0:56:59144 岩手県盛岡市

76 南　雄人 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾄ  0:57:13145 岩手県盛岡市

111 丸田　隼 ﾏﾙﾀ ﾊﾔﾄ  0:57:17三愛学舎146 岩手県滝沢市

198 鈴木　裕里 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ  0:57:17147 岩手県盛岡市

182 佐々木　良輔 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ  0:57:46ＰＥ盛岡148 岩手県北上市

104 山口　貞昭 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾀﾞｱｷ  0:58:04149 青森県八戸市

42 佐藤　諒 ｻﾄｳ ﾘｮｳ  0:58:06150 岩手県北上市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 １０ｋｍ　１６～３９歳男子 0:29:24大会記録：

市区町村県名

197 佐々木　忠幸 ｻｻｷ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:58:22ほほえみの里151 岩手県宮古市

25 利部　哲 ｶｶﾞﾌﾞ ｻﾄｼ  0:58:32152 岩手県盛岡市

175 辻井　和帆 ﾂｼﾞｲ ｶｽﾞﾎ  0:59:21昭栄建設153 岩手県盛岡市

58 田村　弘和 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ  0:59:35アステラス西根154 岩手県滝沢市

178 高橋　良輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ  0:59:43155 岩手県盛岡市

172 久永　謙 ﾋｻﾅｶﾞ ﾕｽﾞﾙ  0:59:45大和ハウス156 宮城県仙台市

200 高橋　佳生 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ  0:59:55トヨタ自動車東日本157 岩手県北上市

31 真角　健史 ﾏｶﾄﾞ ﾀｹｼ  1:00:32みたけの園ＧＨ158 岩手県滝沢市

120 阿部　明博 ｱﾍﾞ ｱｷﾋﾛ  1:01:12159 岩手県宮古市

83 佐藤　孝典 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ  1:02:20160 岩手県盛岡市

135 小杉山　航 ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾜﾀﾙ  1:02:36161 岩手県盛岡市

57 伊藤　光善 ｲﾄｳ ﾐﾂﾖｼ  1:03:10162 岩手県盛岡市

143 長内　恒輝 ｵｻﾅｲ ｺｳｷ  1:03:23163 岩手県滝沢市

77 丸谷　泰元 ﾏﾙﾀﾆ ﾔｽﾓﾄ  1:03:30爆音侍164 宮城県気仙沼市

56 伊藤　啓一郎 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:03:41165 岩手県盛岡市

183 下佐　友樹 ｼﾓｻ ﾕｳｷ  1:06:29166 岩手県盛岡市

177 立花　悟 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾄﾙ  1:06:33チーム昭栄建設167 岩手県滝沢市

30 工藤　恵 ｸﾄﾞｳ ｹｲ  1:07:46みたけの園ＧＨ168 岩手県滝沢市

147 草野　考史 ｸｻﾉ ﾀｶﾌﾐ  1:08:53ランざっぷ169 岩手県奥州市

44 石黒　崇敬 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶﾋﾛ  1:09:19西根第一中学校170 岩手県八幡平市

174 小室　哲哉 ｺﾑﾛ ﾃﾂﾔ  1:11:16171 岩手県盛岡市

27 松本　賢介 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｽｹ  1:12:36172 岩手県盛岡市

185 松舘　快 ﾏﾂﾀﾞﾃ ｶｲ  1:14:37173 岩手県盛岡市

95 平井　賢誠 ﾋﾗｲ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ  1:19:30174 岩手県盛岡市

164 小澤　潤 ｺｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ  1:19:42盛岡ＩＰセンタ175 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

第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 １０ｋｍ　１６～３９歳女子 0:36:31大会記録：

市区町村県名

501 鈴木　絵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ  0:37:43能代山本陸協1 秋田県能代市

553 阿部　ひかる ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ  0:40:22盛岡第三高等学校2 岩手県滝沢市

523 小野寺　右佳 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｶ  0:41:20岩手高射3 岩手県滝沢市

515 石井　亜由子 ｲｼｲ ｱﾕｺ  0:41:32走風水流4 秋田県秋田市

503 庄司　夏子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ  0:42:15千葉恵製菓5 岩手県一関市

555 町田　美湖 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾅﾐ  0:43:076 岩手県盛岡市

556 内藤　若菜 ﾅｲﾄｳ ﾜｶﾅ  0:45:047 岩手県盛岡市

558 渡辺　早紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ  0:45:328 岩手県盛岡市

554 高柳　結衣 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｲ  0:46:15盛岡第三9 岩手県盛岡市

560 田口　綺乃 ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾅ  0:46:2210 岩手県盛岡市

534 齊藤　みゆき ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ  0:47:04盛岡走友会11 岩手県盛岡市

557 相原　歩果 ｱｲﾊﾗ ﾎﾉｶ  0:47:3812 岩手県盛岡市

508 佐々木　麻里 ｻｻｷ ﾏﾘ  0:48:0913 岩手県盛岡市

541 松田　沙也加 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ  0:49:04ほうきの会14 宮城県遠田郡美里町

507 米田　日向子 ﾏｲﾀ ﾋﾅｺ  0:49:51盛岡南スキー部15 岩手県盛岡市

546 工藤　陽子 ｸﾄﾞｳ ﾖｳｺ  0:50:1016 岩手県盛岡市

509 中里　奈々 ﾅｶｻﾄ ﾅﾅ  0:51:2517 岩手県盛岡市

505 藤本　真澄 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｽﾐ  0:51:33盛岡南スキー部18 岩手県盛岡市

518 高橋　かほり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ  0:51:4719 岩手県花巻市

513 吉田　美枝子 ﾖｼﾀﾞ ﾐｴｺ  0:52:0520 岩手県滝沢市

559 下山　未稀 ｼﾓﾔﾏ ﾐｷ  0:52:12岩手県盛岡第三高等学校21 岩手県盛岡市

506 齋藤　彩花 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ  0:52:49盛岡南スキー部22 岩手県盛岡市

514 工藤　あかね ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ  0:53:2823 岩手県盛岡市

549 鈴木　陽子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ  0:53:53チーム昭栄建設24 岩手県盛岡市

519 Ｄｅｌｉｓｌｅ　Ｓｏｐｈｉｅ ﾃﾞﾗｲﾙ ｿﾌｨｰ  0:55:0425 宮城県仙台市

562 杉本　綾野 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾉ  0:55:2326 岩手県盛岡市

510 澤田　亜記子 ｻﾜﾀﾞ ｱｷｺ  0:56:1827 岩手県花巻市

516 市澤　由樹子 ｲﾁｻﾜ ﾕｷｺ  0:56:2128 岩手県盛岡市

544 千葉　広美 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾐ  0:57:0229 岩手県盛岡市

532 玉田　かえで ﾀﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ  0:57:08室蘭市役所30 岩手県釜石市

536 遠藤　真美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ  0:57:1031 岩手県盛岡市

537 小川　美穂子 ｵｶﾞﾜ ﾐﾎｺ  0:57:40チームちょん32 岩手県盛岡市

517 齋藤　亜矢子 ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ  0:57:5933 宮城県仙台市

529 前田　瑞貴 ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ  0:59:1034 岩手県久慈市

540 民部田　奈穂子 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾅｵｺ  0:59:3535 岩手県盛岡市

552 細川　知美 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾐ  0:59:44チームみのわ36 岩手県盛岡市

522 犬飼　詩穂里 ｲﾇｶﾞｲ ｼﾎﾘ  0:59:4537 宮城県仙台市

525 佐々木　裕美 ｻｻｷ ﾕｳﾐ  0:59:5138 岩手県盛岡市

502 小笠原　央乃 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛﾉ  0:59:5539 岩手県八幡平市

520 佐藤　愛子 ｻﾄｳ ｱｲｺ  1:00:4140 千葉県千葉市

530 吉田　未来 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ  1:01:0441 岩手県久慈市

551 山口　真理子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｺ  1:01:2542 岩手県紫波郡矢巾町

550 森谷　奈津子 ﾓﾘﾔ ﾅﾂｺ  1:01:2743 岩手県盛岡市

542 漆澤　華子 ｳﾙｼｻﾞﾜ ﾊﾅｺ  1:02:3944 青森県八戸市

528 澤野　琴美 ｻﾜﾉ ｺﾄﾐ  1:02:5145 岩手県盛岡市

533 伊藤　恵 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ  1:03:0146 岩手県盛岡市

527 高橋　奈生子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ  1:03:0747 岩手県花巻市

545 近　麻由子 ｺﾝ ﾏﾕｺ  1:03:30茂庭苑48 宮城県仙台市

539 工藤　今子 ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｺ  1:03:3649 岩手県盛岡市

561 山崎　真麻 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｱｻ  1:03:4950 岩手県紫波郡矢巾町
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 １０ｋｍ　１６～３９歳女子 0:36:31大会記録：

市区町村県名

511 石澤　紗弥夏 ｲｼｻﾞﾜ ｻﾔｶ  1:04:15北上市みつばち薬局51 岩手県一関市

543 佐藤　真裕美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ  1:05:0252 宮城県仙台市

512 月折　みずえ ﾂｷｵﾘ ﾐｽﾞｴ  1:05:1053 岩手県盛岡市

521 佐藤　真弓 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ  1:07:5654 岩手県盛岡市

526 柴田　広子 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｺ  1:08:4955 岩手県宮古市

538 藤村　理香 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｶ  1:15:4356 岩手県盛岡市

547 花坂　恵理 ﾊﾅｻｶ ｴﾘ  1:19:41盛岡ＩＰセンタ57 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

第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 １０ｋｍ　４０～５９歳男子 0:33:53大会記録：

市区町村県名

735 及川　篤 ｵｲｶﾜ ｱﾂｼ  0:34:33葛西ランナーズ1 東京都江戸川区

627 安倍　義博 ｱﾝﾊﾞｲ ﾖｼﾋﾛ  0:36:33チームアテルイ2 岩手県奥州市

663 兼平　昭浩 ｶﾈﾋﾗ ｱｷﾋﾛ  0:37:133 岩手県盛岡市

631 柾谷　幸宏 ﾏｻﾔ ﾕｷﾋﾛ  0:37:294 岩手県九戸郡洋野町

711 佐々木　孝仁 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ  0:37:59大友運送5 岩手県北上市

795 斎藤　良則 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ  0:38:00マッチグリーン6 秋田県雄勝郡羽後町

769 宮守　基光 ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ  0:38:097 岩手県大船渡市

709 千田　布美夫 ﾁﾀﾞ ﾌﾐｵ  0:38:27チームアテルイ8 岩手県奥州市

781 神久保　貴幸 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ  0:38:519 岩手県滝沢市

688 佐々木　勝利 ｻｻｷ ｶﾂﾄｼ  0:39:03湯ったり館ＲＣ10 岩手県宮古市

603 及川　勝政 ｵｲｶﾜ ｶﾂﾏｻ  0:39:06東綱スチールコード（株）11 岩手県北上市

650 中村　悟雄 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｵ  0:39:3212 岩手県盛岡市

803 藤野　崇之 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾕｷ  0:39:40盛岡走友会13 岩手県盛岡市

821 菊地　哲也 ｷｸﾁ ﾃﾂﾔ  0:39:43秋田ＣＣ14 秋田県秋田市

733 佐藤　健 ｻﾄｳ ｹﾝ  0:40:06二戸クリニック15 岩手県二戸市

896 工藤　進作 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ  0:40:18あきもと接骨院16 岩手県盛岡市

633 大石　義樹 ｵｵｲｼ ﾖｼｷ  0:40:2517 岩手県下閉伊郡岩泉町

760 山崎　浩一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:40:27修行走18 岩手県北上市

927 多田　誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ  0:40:5419 岩手県盛岡市

646 野辺地　昭博 ﾉﾍﾁﾞ ｱｷﾋﾛ  0:40:56はやて折爪ＲＣ20 岩手県二戸市

832 丸山　忠緒 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ  0:40:57雄物川みよし21 秋田県大仙市

843 泉山　宏達 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｺｳﾀﾂ  0:40:5922 岩手県盛岡市

616 佐藤　富士夫 ｻﾄｳ  0:41:01田沢湖スーパーランナーズ23 秋田県仙北市

700 及川　光一 ｵｲｶﾜ ｺｳｲﾁ  0:41:06千住電子工業24 岩手県一関市

839 村井　正明 ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ  0:41:1825 岩手県紫波郡矢巾町

807 下佐　伸宏 ｼﾓｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:41:2026 岩手県盛岡市

706 西野　真一 ﾆｼﾉ ｼﾝｲﾁ  0:41:5227 岩手県盛岡市

736 徳永　創 ﾄｸﾅｶﾞ ﾊｼﾞﾒ  0:42:14奥中山ＲＣ28 岩手県二戸郡一戸町

897 鎌田　一彦 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ  0:42:20ほっともとみや29 岩手県盛岡市

730 金野　正浩 ｺﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ  0:42:24東北電ＩＨＭＣ30 岩手県北上市

678 川村　英幹 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ  0:42:25チームテヅ31 岩手県盛岡市

620 高橋　正治 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ  0:42:26雫石ジャンプ32 岩手県岩手郡雫石町

671 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  0:42:39あさりちゃん２号33 岩手県一関市

881 千葉　修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ  0:42:50胆沢南走会34 岩手県奥州市

905 多田　雅美 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾐ  0:42:54岩手銀行35 岩手県盛岡市

719 高橋　充 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ  0:43:0136 宮城県仙台市

835 吉田　兼明 ﾖｼﾀﾞ ｶﾈｱｷ  0:43:01ＴＨＲＳ37 岩手県宮古市

762 清水　聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ  0:43:02ＦＴＲＣ38 岩手県北上市

686 小野寺　優幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｺｳ  0:43:0539 岩手県奥州市

859 高橋　辰哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  0:43:12ダイヤテックス40 岩手県岩手郡雫石町

787 佐々木　忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ  0:43:1641 岩手県盛岡市

783 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  0:43:20東北電ＩＨＭＣ42 岩手県奥州市

833 工藤　智宏 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ  0:43:2343 岩手県盛岡市

789 松岡　昌人 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾄ  0:43:3144 神奈川県厚木市

771 及川　央 ｵｲｶﾜ ﾋﾛ  0:43:32修行ＳＯＵＬ！45 岩手県紫波郡紫波町

612 今井　努 ｲﾏｲ ﾂﾄﾑ  0:43:4146 秋田県秋田市

861 駒林　剛 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ  0:43:4347 岩手県盛岡市

749 大間々　真一 ｵｵﾏﾏ ｼﾝｲﾁ  0:44:04岩手医大救急48 岩手県滝沢市

894 アップルボーム　デイヴィド ｱｯﾌﾟﾙﾎﾞｰﾑ ﾃﾞｲｳﾞｨﾄﾞ  0:44:07下長中学校49 青森県八戸市

796 渡部　宏 ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛｼ  0:44:09松尾ジュニア50 岩手県八幡平市
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902 女鹿　剛 ﾒｶﾞ ﾀｹｼ  0:44:12緑ガッツ51 岩手県盛岡市

682 及川　崇 ｵｲｶﾜ ﾀｶｼ  0:44:1252 岩手県盛岡市

718 石井　淳 ｲｼｲ ｱﾂｼ  0:44:19走風水流53 秋田県秋田市

680 上山　義一 ｳｴﾔﾏ  0:44:22岩手アライ54 岩手県下閉伊郡岩泉町

737 土田　潤 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ  0:44:29羽後町役場55 秋田県雄勝郡羽後町

773 佐藤　達 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ  0:44:3256 岩手県花巻市

875 阿部　宏 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ  0:44:34修行走57 岩手県盛岡市

816 東平　徹 ﾋｶﾞｼﾀﾞｲﾗ ﾄｵﾙ  0:44:3558 岩手県紫波郡矢巾町

651 平野　勝久 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｻ  0:44:3559 岩手県盛岡市

625 小笠原　登 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾎﾞﾙ  0:44:3760 岩手県釜石市

793 浅沼　順一 ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:44:38大迫走友会61 岩手県花巻市

628 宮川　雅彦 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾋｺ  0:44:4062 神奈川県横浜市

694 内藤　一弘 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:44:4163 岩手県盛岡市

862 高橋　守 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ  0:44:44黄金製麺所64 岩手県北上市

818 熊谷　一久 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ  0:44:4465 宮城県仙台市

892 千田　宏輝 ﾁﾀﾞ ｺｳｷ  0:44:4766 岩手県一関市

645 斉田　勝博 ｻｲﾀ ｶﾂﾋﾛ  0:44:50盛岡走友会67 岩手県盛岡市

605 小田島　浩樹 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｷ  0:44:5868 岩手県北上市

869 林　秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ  0:45:0169 岩手県盛岡市

744 白鳥　文祐 ｼﾗﾄﾘ ﾌﾐﾋﾛ  0:45:01迫リコーＲＣ70 宮城県栗原市

746 阿部　英明 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:45:21修行走71 岩手県盛岡市

665 佐藤　英樹 ｻﾄｳ ｴｲｷ  0:45:3172 岩手県北上市

814 福地　悟 ﾌｸﾁ ｻﾄﾙ  0:45:3273 岩手県北上市

928 加藤　郁治 ｶﾄｳ ｸﾆﾊﾙ  0:45:38川久保病院RC74 岩手県紫波郡紫波町

841 秋田　尚士 ｱｷﾀ ﾋｻｼ  0:45:3975 岩手県盛岡市

683 山口　晃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ  0:45:43Ｓ．Ａ．Ｃ76 岩手県岩手郡葛巻町

758 工藤　貢 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｸﾞ  0:45:46さくらの家77 青森県青森市

755 佐藤　健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  0:45:4778 岩手県北上市

752 西塚　俊和 ﾆｼﾂﾞｶ ﾄｼｶｽﾞ  0:45:48走る親父79 山形県村

863 小田　誠 ｵﾀﾞ ﾏｺﾄ  0:45:4980 岩手県宮古市

801 中島　徳也 ﾅｶｼﾏ ﾄｸﾔ  0:45:5081 岩手県二戸市

639 伊藤　和博 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:45:56盛岡走友会82 岩手県盛岡市

899 稲荷森　輝明 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾃﾙｱｷ  0:45:58岩手県庁走友会83 岩手県盛岡市

609 黒井　恒夫 ｸﾛｲ ﾂﾈｵ  0:46:0584 岩手県盛岡市

845 村松　靖 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼ  0:46:0685 岩手県盛岡市

677 中村　隆房 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾎｳ  0:46:0786 岩手県滝沢市

721 堀川　学 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ  0:46:07Ｓｈｕｋｏ87 岩手県胆沢郡金ケ崎町

668 福士　勝章 ﾌｸｼ ﾏｻｱｷ  0:46:0888 岩手県八幡平市

822 田沼　貴之 ﾀﾇﾏ ﾀｶﾕｷ  0:46:1889 岩手県盛岡市

763 佐々木　孝浩 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ  0:46:19岩手銀行90 岩手県盛岡市

800 中野　義明 ﾅｶﾉ ﾖｼｱｷ  0:46:2291 岩手県北上市

831 上平　博之 ｶﾐﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ  0:46:27東北容器工業92 岩手県盛岡市

734 照井　英彦 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞﾋｺ  0:46:2993 岩手県遠野市

642 高橋　友三 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｿﾞｳ  0:46:34岩手県庁走友会94 岩手県久慈市

842 石井　宏治 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ  0:46:37ＴＥＡＭ男樹95 秋田県大仙市

830 小野寺　雅也 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾔ  0:46:3996 岩手県一関市

784 森谷　智幸 ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾕｷ  0:46:40チーム長瀞97 山形県東根市

624 伊藤　宏良 ｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ  0:46:42角館伊藤宏良ＲＣ98 秋田県仙北市

806 菅原　誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ  0:46:4599 岩手県盛岡市

919 櫻庭　康政 ｻｸﾗﾊﾞ ﾔｽﾏｻ  0:46:46いわて ひだまり農園100 岩手県八幡平市
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629 千田　康洋 ﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ  0:46:50東プレスキークラブ101 岩手県滝沢市

912 早坂　慶一郎 ﾊﾔｻｶ ｹｲｲﾁﾛｳ  0:46:54６４レーシング102 岩手県奥州市

676 山舘　成幸 ﾔﾏﾀﾞﾃ ｼｹﾞﾕｷ  0:47:04103 岩手県滝沢市

873 丹野　賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ  0:47:04東北電ＩＨＭＣ104 宮城県仙台市

669 小野寺　茂 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞﾙ  0:47:05東北大理石105 岩手県一関市

883 辺見　敬 ﾍﾝﾐ ﾀｶｼ  0:47:07山岸おやじＡＣ106 岩手県盛岡市

657 小野寺　仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ  0:47:08107 岩手県一関市

648 川村　明宏 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ  0:47:11盛岡走友会108 岩手県紫波郡矢巾町

882 大峠　進 ｵｵﾄｳｹﾞ ｽｽﾑ  0:47:21109 岩手県紫波郡紫波町

885 芳賀　卓 ﾊｶﾞ ﾏｻﾙ  0:47:26110 宮城県登米市

697 氏家　義信 ｳｼﾞｲｴ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:47:42111 宮城県加美郡加美町

634 佐藤　建治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  0:47:43山岸小おやじの会ＡＣ112 岩手県盛岡市

654 三浦　由隆 ﾐｳﾗ ﾖｼﾀｶ  0:47:47岩手中央青果113 岩手県八幡平市

742 林　修司 ﾊﾔｼ ｼｭｳｼﾞ  0:47:49114 岩手県滝沢市

621 齋藤　省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ  0:47:50たんぽぽＲＣ115 宮城県仙台市

659 平塚　孝行 ﾋﾗﾂｶ ﾀｶﾕｷ  0:47:52鳴瀬走ろう会116 宮城県東松島市

604 宮本　勝吉 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾖｼ  0:47:54宮本建築工房117 岩手県宮古市

770 荒川　一也 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾔ  0:47:55118 宮城県遠田郡美里町

916 田村　浩 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ  0:48:00119 岩手県滝沢市

815 西村　剛 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾖｼ  0:48:10盛岡いすゞ120 岩手県紫波郡矢巾町

767 伊東　信行 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:48:15121 岩手県釜石市

696 千田　昭宏 ﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  0:48:18西根第一中学校122 岩手県滝沢市

652 鈴木　昭光 ｽｽﾞｷ ｱｷﾐﾂ  0:48:18123 岩手県北上市

617 坂井　義勝 ｻｶｲ ﾖｼｶﾂ  0:48:21ＳＡＫＡＩＲＣ124 岩手県盛岡市

790 高橋　昌宏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ  0:48:24ＨＭ快走クラブ125 宮城県仙台市

880 吉澤　学 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ  0:48:28緑ガッツ126 岩手県盛岡市

864 臼澤　務 ｳｽｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ  0:48:40127 岩手県岩手郡雫石町

602 佐々木　和弘 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ  0:48:47128 岩手県滝沢市

611 三浦　昭雄 ﾐｳﾗ ｱｷｵ  0:48:48129 岩手県岩手郡岩手町

630 及川　康博 ｵｲｶﾜ ﾔｽﾋﾛ  0:48:56さんしょみそ130 岩手県盛岡市

857 川崎　照夫 ｶﾜｻｷ ﾃﾙｵ  0:49:07ＮＴＣ131 岩手県北上市

811 佐藤　紀世彦 ｻﾄｳ ｷﾖﾋｺ  0:49:15チームテヅ132 岩手県盛岡市

674 箕輪　信行 ﾐﾉﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:49:27133 岩手県宮古市

872 齊藤　重貴 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾀｶ  0:49:29134 岩手県北上市

917 紺野　透 ｺﾝﾉ ﾄｵﾙ  0:49:30135 岩手県盛岡市

778 鈴木　善明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ  0:49:31136 岩手県紫波郡紫波町

926 萩原　清文 ﾊｷﾞﾜﾗ ｷﾖﾌﾐ  0:49:31CAST137 岩手県岩手郡雫石町

690 工藤　孝志 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ  0:49:31ＪＡバンク138 岩手県盛岡市

698 藤村　正男 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ  0:49:31139 岩手県八幡平市

647 平出　剛 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾂﾖｼ  0:49:34木内々小学校140 青森県三沢市

714 三井　隆弘 ﾐﾂｲ ﾀｶﾋﾛ  0:49:35盛岡走友会141 岩手県盛岡市

745 熊谷　正樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｷ  0:49:45迫リコーＲＣ142 宮城県遠田郡涌谷町

891 高槁　康寿 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋｻ  0:49:57143 岩手県釜石市

923 志賀　信二 ｼｶﾞ ｼﾝｼﾞ  0:50:03迷走会144 宮城県石巻市

886 森井　弘 ﾓﾘｲ ﾋﾛｼ  0:50:03145 岩手県盛岡市

874 本間　健一郎 ﾎﾝﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ  0:50:03146 岩手県盛岡市

802 阿部　昌弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:50:04147 宮城県石巻市

701 杉本　一夫 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｵ  0:50:08ＪＲ東日本メカトロニクス148 岩手県盛岡市

901 細川　正敏 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾄｼ  0:50:11149 岩手県盛岡市

618 松橋　真幸 ﾏﾂﾊｼ ﾏｻﾕｷ  0:50:16トロピカーナＲＣ150 秋田県北秋田市
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837 高橋　健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ  0:50:17東北電ＩＨＭＣ151 岩手県盛岡市

689 山屋　福実 ﾔﾏﾔ ﾌｸﾐ  0:50:23152 岩手県遠野市

739 大内　健 ｵｵｳﾁ ｹﾝ  0:50:26宮古健康倶楽部153 岩手県宮古市

846 本木　勝 ﾓﾄｷ ﾏｻﾙ  0:50:26154 岩手県盛岡市

918 近藤　修三 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｿﾞｳ  0:50:36岩手県立盛岡農業高等学校155 岩手県滝沢市

664 佐々木　裕智 ｻｻｷ ﾕｳﾁ  0:50:37サヒロ＆サコ156 岩手県滝沢市

636 米倉　文男 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｵ  0:50:40ＮＴＴ東-東北157 岩手県奥州市

679 千葉　徳雄 ﾁﾊﾞ ﾉﾘｵ  0:50:47日ピス岩手ＲＣ158 岩手県一関市

727 菊池　浩 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ  0:50:49東北電ＩＨＭＣ159 岩手県盛岡市

707 岩船　良治 ｲﾜﾌﾈ ﾘｮｳｼﾞ  0:50:55160 岩手県滝沢市

799 及川　清 ｵｲｶﾜ ｷﾖｼ  0:50:57161 岩手県奥州市

708 千葉　恒雄 ﾁﾊﾞ ﾂﾈｵ  0:51:00姉体ランナーズ162 岩手県奥州市

728 今田　実 ｲﾏﾀ ﾐﾉﾙ  0:51:06163 岩手県盛岡市

774 茶家　清美 ﾁｬﾔ ｷﾖﾐ  0:51:12164 岩手県滝沢市

824 佐々木　政宏 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ  0:51:22165 岩手県盛岡市

710 松本　守仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ  0:51:30166 岩手県一関市

922 武田　克彦 ﾀｹﾀﾞ ｶﾂﾋｺ  0:51:40昭栄建設株式会社167 岩手県岩手郡雫石町

776 首藤　進 ｼｭﾄｳ ｽｽﾑ  0:51:42アストラゼネカ168 岩手県盛岡市

656 桜庭　修 ｻｸﾗﾊﾞ ｵｻﾑ  0:51:52169 岩手県奥州市

847 小澤　了 ｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ  0:51:54170 岩手県奥州市

732 上山　英明 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ  0:51:59クリーンいわて171 岩手県盛岡市

834 猿舘　等 ｻﾙﾀﾞﾃ ﾋﾄｼ  0:52:12新生テクノス172 岩手県盛岡市

673 及川　浩純 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｽﾞﾐ  0:52:13盛岡第一高校173 岩手県盛岡市

780 田村　敏彦 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ  0:52:24竹駒小学校174 岩手県陸前高田市

929 尾崎　玲 ｵｻﾞｷ ｱｷﾗ  0:52:26175 岩手県奥州市

644 石川　光也 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾔ  0:52:27176 岩手県盛岡市

791 東山　啓史 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｹｲｼ  0:52:33177 岩手県盛岡市

820 北山　良徳 ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ  0:52:35178 青森県八戸市

804 弓場　昌之 ﾕﾊﾞ ﾏｻﾕｷ  0:52:44ＩＷＡＴＡＮＩ179 岩手県盛岡市

848 小泉　祥二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ  0:52:45180 岩手県盛岡市

722 葛根田　哲也 ｶｯｺﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ  0:52:50仙台明走会181 秋田県秋田市

731 佐々木　清一 ｻｻｷ ｾｲｲﾁ  0:53:03萱刈窪走友会182 岩手県奥州市

827 佐藤　守 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ  0:53:12183 岩手県盛岡市

702 中居　勝則 ﾅｶｲ ｶﾂﾉﾘ  0:53:17184 岩手県宮古市

867 米田　克己 ﾏｲﾀ ｶﾂﾐ  0:53:26185 岩手県一関市

610 伊藤　節夫 ｲﾄｳ ｾﾂｵ  0:53:31県庁走友会186 岩手県盛岡市

643 小山田　厚志 ｵﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ  0:53:31岩手県社会福祉事業団187 岩手県八幡平市

909 吉田　雅則 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  0:53:34188 岩手県盛岡市

695 小林　勲 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ  0:53:37189 岩手県八幡平市

772 高橋　徳也 ﾀｶﾊｼ ﾄｸﾔ  0:53:46190 岩手県北上市

906 東條　誠 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ  0:53:49191 岩手県盛岡市

613 猪股　正光 ｲﾉﾏﾀ ﾏｻﾐﾂ  0:53:50192 岩手県盛岡市

895 小山　強 ｵﾔﾏ ﾂﾖｼ  0:53:54193 岩手県盛岡市

724 坂本　正行 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ  0:53:58玉山走友会194 岩手県盛岡市

622 飛澤　秀彦 ﾄﾋﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ  0:54:01195 岩手県宮古市

856 野末　和臣 ﾉｽﾞｴ ｶｽﾞｵﾐ  0:54:03東京海上日動196 岩手県盛岡市

777 小川　盛元 ｵｶﾞﾜ ﾓﾘﾓﾄ  0:54:08チームちょん197 岩手県盛岡市

890 高見　政彦 ﾀｶﾐ ﾏｻﾋｺ  0:54:08198 岩手県盛岡市

829 白澤　玲 ｼﾗｻﾜ ｱｷﾗ  0:54:11199 岩手県盛岡市

738 奥田　憲三 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ  0:54:19盛岡走友会200 岩手県盛岡市
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 １０ｋｍ　４０～５９歳男子 0:33:53大会記録：

市区町村県名

765 小野　賢二 ｵﾉ ｹﾝｼﾞ  0:54:20201 岩手県盛岡市

910 佐藤　和良 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ  0:54:22202 秋田県大仙市

914 豊巻　晃久 ﾄﾖﾏｷ ｱｷﾋｻ  0:54:24203 岩手県盛岡市

876 三浦　真也 ﾐｳﾗ ｼﾝﾔ  0:54:27岩手菅公学生服204 岩手県盛岡市

888 箱崎　雄祐 ﾊｺｻﾞｷ ﾕｳｽｹ  0:54:42205 岩手県紫波郡紫波町

840 岩井澤　大 ｲﾜｲｻﾞﾜ ﾀﾞｲ  0:54:45206 岩手県盛岡市

653 松崎　整 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾄｼ  0:54:48207 宮城県仙台市

614 近藤　博 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ  0:54:57208 岩手県花巻市

747 三浦　功 ﾐｳﾗ ｲｻｵ  0:55:01209 宮城県多賀城市

685 川村　輝雄 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙｵ  0:55:03210 岩手県北上市

703 工藤　裕志 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ  0:55:04名護２１世紀の森ＲＵＮクラブ211 岩手県八幡平市

717 菊池　達也 ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ  0:55:07岩手県庁走友会212 岩手県滝沢市

619 工藤　義信 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:55:16213 宮城県仙台市

855 丸田　博 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｼ  0:55:18三愛学舎ＰＴＡ214 岩手県滝沢市

879 久保　嘉一 ｸﾎﾞ ﾖｼｶｽﾞ  0:55:23215 岩手県盛岡市

900 平田　六之助 ﾋﾗﾀ ﾛｸﾉｽｹ  0:55:27東北電ＩＨＭＣ216 岩手県盛岡市

775 石森　克也 ｲｼﾓﾘ ｶﾂﾔ  0:55:29217 岩手県花巻市

884 高村　光輝 ﾀｶﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ  0:55:29盛岡市上下水道218 岩手県盛岡市

693 髙橋　勝徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ  0:55:33上野法律ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校219 岩手県盛岡市

870 浅村　和郎 ｱｻﾑﾗ ｶｽﾞｵ  0:55:38220 岩手県盛岡市

759 藤原　等 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ  0:55:51アステラス西根221 岩手県滝沢市

925 下村　裕美 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛﾐ  0:56:27222 岩手県盛岡市

723 一沢　福一 ｲﾁｻﾜ ﾌｸｲﾁ  0:56:37223 岩手県久慈市

849 千葉　興治 ﾁﾊﾞ ｺｳｼﾞ  0:56:39224 岩手県盛岡市

704 外村　勉 ｿﾄﾑﾗ ﾂﾄﾑ  0:56:47225 岩手県盛岡市

854 中野　淳 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ  0:57:00226 岩手県盛岡市

623 高橋　正勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶﾂ  0:57:03227 岩手県盛岡市

865 及川　浩一 ｵｲｶﾜ ｺｳｲﾁ  0:57:12228 岩手県盛岡市

860 三浦　彦輝 ﾐｳﾗ ﾋｺﾃﾙ  0:57:22229 岩手県八幡平市

887 吉田　直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ  0:57:24230 宮城県仙台市

662 渡辺　与志秀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ  0:57:31231 秋田県大仙市

920 久慈　清治 ｸｼﾞ ｷﾖﾊﾙ  0:57:47232 岩手県久慈市

756 及川　茂夫 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞｵ  0:57:49233 岩手県盛岡市

904 久野　貴史 ﾋｻﾉ ﾀｶﾌﾐ  0:57:52234 千葉県船橋市

661 一井　朗 ｲﾁｲ ｱｷﾗ  0:57:53バイタル走友会235 岩手県盛岡市

797 大坊　彰 ﾀﾞｲﾎﾞｳ ｱｷﾗ  0:57:54236 岩手県紫波郡矢巾町

809 成田　頼大 ﾅﾘﾀ ﾖﾘﾋﾛ  0:57:54ももたま237 岩手県一関市

768 佐藤　卓 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  0:57:57238 岩手県盛岡市

921 本間　剛英 ﾎﾝﾏ ﾀｹﾋﾃﾞ  0:58:02盛岡市上下水道局239 岩手県滝沢市

844 鈴木　三徹 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾄ  0:58:18240 岩手県奥州市

812 大向　達也 ｵｵﾑｶｲ ﾀﾂﾔ  0:58:19241 岩手県滝沢市

924 奥　秀樹 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ  0:58:25城西中学校教員242 岩手県盛岡市

866 佐々木　登 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ  0:58:37243 秋田県大仙市

672 角舘　昌幸 ｶｸﾀﾞﾃ ﾏｻﾕｷ  0:58:39みたけの園ＧＨ244 岩手県滝沢市

858 菊池　浩光 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ  0:58:39システムベース245 岩手県北上市

805 岩田　賢一 ｲﾜﾀ ｹﾝｲﾁ  0:58:40246 愛媛県大洲市

825 樫尾　勉 ｶｼｵ ﾂﾄﾑ  0:58:41247 秋田県大仙市

670 本舘　幸成 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾕｷﾅﾘ  0:58:46248 岩手県紫波郡紫波町

754 浅野　博明 ｱｻﾉ ﾋﾛｱｷ  0:58:57249 青森県弘前市

878 吉田　慎一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  0:59:01250 宮城県仙台市
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市区町村県名

660 三浦　公久 ﾐｳﾗ ｷﾐﾋｻ  0:59:08251 岩手県宮古市

779 金　純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  0:59:09252 岩手県盛岡市

699 菊地　一彦 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋｺ  0:59:17253 岩手県盛岡市

675 林崎　清吾 ﾊﾔｼｻﾞｷ ｾｲｺﾞ  0:59:49サカエグミ　栄組254 岩手県遠野市

782 河原田　尚 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾀｶｼ  0:59:58255 宮城県黒川郡富谷町

751 佐藤　宏和 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ  1:00:04256 岩手県宮古市

877 佐藤　実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ  1:00:23走る蕎麦屋257 岩手県北上市

794 伊藤　正博 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  1:00:49まごころ病院258 岩手県北上市

606 川井　好男 ｶﾜｲ ﾖｼｵ  1:01:17259 岩手県盛岡市

716 文屋　康志 ﾌﾞﾝﾔ ﾔｽｼ  1:01:30跡辺椅子店260 宮城県宮城郡松島町

788 日塔　宜邦 ﾆｯﾄｳ ﾖｼｸﾆ  1:01:37石持クラブ261 山形県寒河江市

908 佐々木　亨 ｻｻｷ ﾄｵﾙ  1:01:41262 岩手県盛岡市

868 福田　亮一 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ  1:01:46263 岩手県盛岡市

741 高泉　勝巳 ﾀｶｲｽﾞﾐ ｶﾂﾐ  1:02:41264 岩手県胆沢郡金ケ崎町

638 坂本　公児 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:03:13さかもと整形外科265 岩手県盛岡市

687 熊谷　賢 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝ  1:03:19秋田賢人会266 岩手県盛岡市

615 佐々木　芳範 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  1:03:27フレアイランド入丸267 岩手県大船渡市

853 菅原　文憲 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐﾉﾘ  1:03:32268 岩手県北上市

608 吉田　圧務 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ  1:03:36269 岩手県宮古市

649 金野　雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ  1:03:48キモちＥ．ＲＣ270 岩手県陸前高田市

836 一関　克己 ｲﾁﾉｾｷ ｶﾂﾐ  1:04:13すっとぎＲＣ271 岩手県宮古市

764 上平　直樹 ｶﾐﾀｲﾗ ﾅｵｷ  1:04:51272 岩手県盛岡市

808 白岩　邦夫 ｼﾗｲﾜ ｸﾆｵ  1:05:23日鉄住金物流273 岩手県遠野市

810 樫尾　亨 ｶｼｵ ﾄｵﾙ  1:05:37274 岩手県岩手郡雫石町

850 新里　真士 ﾆｲｻﾄ ｼﾝｼﾞ  1:05:43275 岩手県盛岡市

911 髙橋　寛一 ﾀｶﾊｼ ｶﾝｲﾁ  1:06:07276 岩手県岩手郡雫石町

913 金澤　陽介 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ  1:06:21日成プラント277 広島県広島市

632 佐々木　力男 ｻｻｷ ﾘｷｵ  1:06:27親月278 岩手県宮古市

740 高橋　浩喜 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ  1:06:50279 岩手県盛岡市

851 柴田　晶広 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ  1:08:49280 岩手県宮古市

915 中島　正也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾔ  1:09:15アポプラス281 岩手県盛岡市

691 大関　直志 ｵｵｾﾞｷ ﾅｵｼ  1:12:26282 岩手県盛岡市

641 佐藤　敦士 ｻﾄｳ ｱﾂｼ  1:14:27283 岩手県花巻市

898 宮野　秀幸 ﾐﾔﾉ ｼｭｳｺｳ  1:17:11284 岩手県紫波郡紫波町

852 木村　浩 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ  1:20:30285 秋田県大館市

889 富井　充伸 ﾄﾐｲ ﾐﾂﾉﾌﾞ  1:51:27286 岩手県奥州市
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市区町村県名

1218 赤坂　玲子 ｱｶｻｶ ﾚｲｺ  0:44:02盛岡ヒールフリー1 岩手県盛岡市

1213 佐々木　照江 ｻｻｷ ﾃﾙｴ  0:45:51陸前高田市2 岩手県陸前高田市

1217 伊藤　由希恵 ｲﾄｳ ﾕｷｴ  0:46:513 岩手県盛岡市

1214 女鹿　裕子 ﾒｶﾞ ﾕｳｺ  0:47:344 岩手県宮古市

1236 長塚　弘子 ﾅｶﾞﾂｶ ﾋﾛｺ  0:47:535 秋田県横手市

1215 高橋　文恵 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｴ  0:49:266 岩手県八幡平市

1251 田中　育美 ﾀﾅｶ ｲｸﾐ  0:49:557 岩手県盛岡市

1202 宮本　裕子 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ  0:50:07宮本建築工房8 岩手県宮古市

1212 斉田　美佐子 ｻｲﾀ ﾐｻｺ  0:50:28盛岡走友会9 岩手県盛岡市

1221 斉藤　和子 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ  0:51:19一関レディース10 岩手県一関市

1211 吉野　美砂子 ﾖｼﾉ ﾐｻｺ  0:51:3511 岩手県盛岡市

1226 小野寺　晃子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷｺ  0:51:39チームアイト12 岩手県盛岡市

1234 小山田　自子 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖﾘｺ  0:52:2213 岩手県盛岡市

1224 菊池　今日子 ｷｸﾁ ｷｮｳｺ  0:53:3714 岩手県滝沢市

1238 中村　睦子 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂｺ  0:53:4415 岩手県盛岡市

1249 安齊　かおり ｱﾝｻﾞｲ ｶｵﾘ  0:54:3116 岩手県盛岡市

1239 熊谷　直子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ  0:54:3417 岩手県滝沢市

1222 工藤　絹江 ｸﾄﾞｳ ｷﾇｴ  0:54:5318 岩手県八幡平市

1205 佐藤　聖美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ  0:54:55サトー容器19 岩手県盛岡市

1248 本間　香 ﾎﾝﾏ ｶｵﾘ  0:55:0520 岩手県滝沢市

1206 小西　夕起子 ｺﾆｼ ﾕｷｺ  0:55:4621 岩手県二戸郡一戸町

1246 佐々木　朋乃 ｻｻｷ ﾄﾓﾉ  0:55:5322 岩手県盛岡市

1228 佐々木　ひとみ ｻｻｷ ﾋﾄﾐ  0:56:1423 秋田県大仙市

1216 鎌田　ゆき子 ｶﾏﾀﾞ ﾕｷｺ  0:56:18腹筋女子24 岩手県花巻市

1208 高玉　陽子 ﾀｶﾀﾞﾏ ﾖｳｺ  0:56:2025 岩手県盛岡市

1203 小田嶋　ひろ子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｺ  0:56:2826 岩手県北上市

1243 千田　ひろえ ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ  0:56:39鶴田デイ27 岩手県奥州市

1227 大瀧　陽子 ｵｵﾀｷ ﾖｳｺ  0:56:40チームアイト28 岩手県盛岡市

1225 齋藤　祐子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ  0:56:40チームアイト29 岩手県盛岡市

1233 菅原　文子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐｺ  0:57:3230 岩手県胆沢郡金ケ崎町

1229 工藤　幸子 ｸﾄﾞｳ ｻﾁｺ  0:57:56さくらの家31 青森県青森市

1201 深持　祐子 ﾌｶﾓﾁ ﾕｳｺ  0:58:1132 岩手県岩手郡雫石町

1219 遠藤　隆子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｺ  0:58:5133 岩手県盛岡市

1209 高橋　正記子 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｺ  0:58:5534 岩手県奥州市

1207 木下　智子 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｺ  0:59:1935 岩手県盛岡市

1245 稲荷森　佳子 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾖｼｺ  1:01:19ＩＮＡＡＣ36 岩手県盛岡市

1231 佐藤　理恵 ｻﾄｳ ﾘｴ  1:01:4337 岩手県盛岡市

1232 藤原　修子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｺ  1:01:55ふぞろい倶楽部38 岩手県盛岡市

1223 佐藤　朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ  1:02:3339 岩手県盛岡市

1250 萩原　照美 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾃﾙﾐ  1:03:06CAST40 岩手県岩手郡雫石町

1235 新里　洋子 ﾆｲｻﾄ ﾖｳｺ  1:03:3941 岩手県盛岡市

1220 中野　葉子 ﾅｶﾉ ﾖｳｺ  1:04:04大崎ＲＣ42 岩手県盛岡市

1210 千田　亜美 ﾁﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ  1:05:07わかばＴＣ43 岩手県滝沢市

1204 渡辺　由美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ  1:05:2644 岩手県盛岡市

1240 吉田　史 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐ  1:08:5145 宮城県仙台市

1244 宮野　絵里 ﾐﾔﾉ ｴﾘ  1:08:5846 岩手県紫波郡紫波町

1247 鈴木　つな子 ｽｽﾞｷ ﾂﾅｺ  1:09:4447 岩手県盛岡市
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1402 遠藤　富雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾐｵ  0:40:47ＪＲ盛岡鉄道サービス1 岩手県岩手郡雫石町

1339 中野　茂樹 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｷ  0:41:382 岩手県久慈市

1417 深谷　龍治 ﾌｶﾔ ﾘｭｳｼﾞ  0:41:58大曲走友会3 秋田県大仙市

1345 東　昇 ｱｽﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ  0:42:40大船渡ＡＣ4 岩手県大船渡市

1319 福士　光博 ﾌｸｼ ﾐﾂﾋﾛ  0:43:195 青森県八戸市

1439 麓　道弘 ﾌﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ  0:43:19大船渡ＡＣ6 岩手県大船渡市

1301 畠山　勝男 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾂｵ  0:43:357 岩手県下閉伊郡田野畑村

1387 橋本　久 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｼ  0:43:56砂漠を走ろう会8 岩手県盛岡市

1404 峰川　進一 ﾐﾈｶﾜ ｼﾝｲﾁ  0:44:309 岩手県盛岡市

1423 工藤　一夫 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｵ  0:44:49盛岡走友会10 岩手県盛岡市

1451 齊藤　和雄 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ  0:44:5011 秋田県大仙市

1395 工藤　修 ｸﾄﾞｳ ｵｻﾑ  0:44:53★三郷ワン12 埼玉県三郷市

1433 川村　和則 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ  0:44:58岩手県庁走友会13 岩手県盛岡市

1364 柴田　誠一 ｼﾊﾞﾀ ｾｲｲﾁ  0:45:1114 秋田県北秋田市

1442 佐藤　忠治 ｻﾄｳ ﾁｭｳｼﾞ  0:45:41東北電気保安協15 岩手県盛岡市

1391 伊藤　守男 ｲﾄｳ ﾓﾘｵ  0:45:45北上ＲＣ16 岩手県北上市

1375 伊藤　幹男 ｲﾄｳ ﾐｷｵ  0:45:49宮古みいたんクラブ17 岩手県宮古市

1358 板澤　洋一 ｲﾀｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ  0:45:54はまゆりチャレンジ６７18 岩手県釜石市

1309 山本　勝之 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾕｷ  0:46:2719 岩手県宮古市

1370 遠藤　力 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ  0:46:3620 岩手県八幡平市

1440 根本　良三 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾐ  0:46:38ＭＳＤＲＣ21 埼玉県さいたま市

1342 藤原　広志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ  0:47:14ヤック・コーチャンＲＣ22 岩手県奥州市

1434 合川　幹男 ｱｲｶﾜ ﾐｷｵ  0:47:37二戸ゼミナール23 岩手県二戸市

1356 武田　康博 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ  0:47:3724 東京都足立区

1372 鈴木　辰彦 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋｺ  0:47:4125 岩手県奥州市

1378 永井　功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ  0:47:49大船渡碁石海岸ＲＣ26 岩手県大船渡市

1412 塩山　司 ｼｵﾔﾏ ﾂｶｻ  0:47:58盛岡走友会27 岩手県盛岡市

1453 佐藤　和明 ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ  0:48:0128 山形県酒田市

1349 雪ノ浦　久雄 ﾕｷﾉｳﾗ ﾋｻｵ  0:48:08盛岡走友会29 岩手県盛岡市

1421 大和田　昭彦 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｷﾋｺ  0:48:32八幡平市陸上協会30 岩手県八幡平市

1329 赤坂　光広 ｱｶｻｶ ｺｳﾋﾛ  0:49:1631 岩手県紫波郡紫波町

1363 佐藤　茂 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ  0:49:3332 岩手県花巻市

1422 丸山　雄吉 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷﾁ  0:49:42岩手河川国道33 岩手県花巻市

1357 松田　昭一 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ  0:49:56秋田魁湯沢販売所34 秋田県湯沢市

1416 小澤　清治 ｵｻﾞﾜ ｷﾖﾊﾙ  0:50:0335 岩手県岩手郡雫石町

1456 武藤　円悦 ﾌﾞﾄｳ ｴﾝｴﾂ  0:50:13山田走ろう会36 岩手県下閉伊郡山田町

1323 田中　正武 ﾀﾅｶ ﾏｻﾀｹ  0:50:38いわてＭＲＣ37 岩手県盛岡市

1394 菊池　忠男 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｵ  0:50:3938 岩手県釜石市

1305 川又　正志 ｶﾜﾏﾀ ﾏｻｼ  0:50:52南イオン39 岩手県盛岡市

1388 伊藤　忠一 ｲﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ  0:50:56走好酒40 岩手県盛岡市

1313 高橋　憲郎 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ  0:51:00北上市体育協会41 岩手県北上市

1407 小野寺　政市 ｵﾉﾃﾞﾗ  0:51:0342 岩手県遠野市

1428 菊池　登 ｷｸﾁ ﾉﾎﾞﾙ  0:51:07盛岡走友会43 岩手県八幡平市

1435 山下　司 ﾔﾏｼﾀ ﾂｶｻ  0:51:13信用保証協会44 岩手県岩手郡雫石町

1362 藤原　有造 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｿﾞｳ  0:51:1745 岩手県盛岡市

1460 高城　勝寿 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾄｼ  0:51:2046 岩手県大船渡市

1425 吉田　欣一 ﾖｼﾀﾞ ｷﾝｲﾁ  0:51:2747 岩手県盛岡市

1306 藤原　幸雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｵ  0:51:3648 岩手県八幡平市

1413 佐藤　修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ  0:51:47黒石野町内会49 岩手県盛岡市

1315 山本　猛 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ  0:52:0750 岩手県盛岡市
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1360 髙橋　克彦 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ  0:52:16七武会51 岩手県胆沢郡金ケ崎町

1352 髙橋　敏男 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ  0:52:2052 岩手県北上市

1353 松井　新悦 ﾏﾂｲ ｼﾝｴﾂ  0:52:53ＮＡＡランナーズ53 秋田県横手市

1369 遠藤　敏夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ  0:53:0154 岩手県盛岡市

1464 田村　幹雄 ﾀﾑﾗ ﾐｷｵ  0:53:0255 岩手県滝沢市

1302 日下　耕司 ﾋｼﾀ ｺｳｼ  0:53:14東北電力ＩＨＭＣ56 岩手県紫波郡紫波町

1397 髙橋　守 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ  0:53:2357 岩手県紫波郡紫波町

1361 鳥居　四郎 ﾄﾘｲ ｼﾛｳ  0:53:3858 岩手県宮古市

1401 佐野　幸人 ｻﾉ ﾕｷﾄ  0:53:38上郷ＲＣ59 岩手県遠野市

1473 外舘　公治 ﾄﾀﾞﾃ ｺｳｼﾞ  0:53:43南矢幅3区ＲＣ60 岩手県紫波郡矢巾町

1384 髙橋　次雄 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾞｵ  0:53:5661 岩手県北上市

1380 長岡　直人 ﾅｶﾞｵｶ ﾅｵﾄ  0:53:57釜石はせっぺす62 岩手県釜石市

1327 澤口　四郎 ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾛｳ  0:54:06八幡平市陸協63 岩手県八幡平市

1346 蒲沢　義博 ｶﾞﾏｻﾜ ﾖｼﾋﾛ  0:54:12盛岡走友会64 岩手県八幡平市

1333 佐藤　敏彦 ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ  0:54:1465 岩手県盛岡市

1337 橋本　俊憲 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ  0:54:2566 岩手県一関市

1445 鈴木　敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  0:54:34東北電ＩＨＭＣ67 岩手県紫波郡矢巾町

1411 高橋　美智雄 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｵ  0:54:57はやて走友会68 青森県八戸市

1317 花田　長藏 ﾊﾅﾀﾞ ﾁｮｳｿﾞｳ  0:55:02花長クラブ69 岩手県北上市

1326 藤澤　武夫 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹｵ  0:55:0470 岩手県盛岡市

1468 上ノ澤　正太郎 ｶﾐﾉｻﾜ ﾏｻﾀﾛｳ  0:55:0771 岩手県盛岡市

1332 大森　松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ  0:55:13クロニクル花巻東高校チー72 岩手県花巻市

1373 小沼　繁 ｵﾇﾏ ｼｹﾞﾙ  0:55:2573 岩手県紫波郡紫波町

1324 進藤　朝春 ｼﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾊﾙ  0:55:3574 岩手県盛岡市

1431 岡崎　幸治 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ  0:55:39県庁走友ＯＢ会75 岩手県奥州市

1455 菊地　孝二 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ  0:55:5976 岩手県一関市

1383 佐々木　昇 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ  0:56:0677 岩手県滝沢市

1386 及川　武士 ｵｲｶﾜ ﾀｹｼ  0:56:18花巻走友会78 岩手県花巻市

1308 小田嶋　政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ  0:56:28北上桜ペアー79 岩手県北上市

1465 斉藤　光一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ  0:56:3580 青森県むつ市

1420 佐藤　照文 ｻﾄｳ ﾃﾙﾌﾐ  0:56:39チーム花咲走81 秋田県大仙市

1335 菊池　明 ｷｸﾁ ｱｷﾗ  0:56:5482 岩手県盛岡市

1458 池田　正一 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ  0:57:06フルハーフＲＣ83 神奈川県小田原市

1371 田村　他一 ﾀﾑﾗ ﾀｲﾁ  0:57:0884 岩手県八幡平市

1320 小野寺　盛人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾓﾘﾄ  0:57:0985 岩手県奥州市

1410 舘澤　和明 ﾀﾃｻﾜ ｶｽﾞｱｷ  0:57:2086 岩手県滝沢市

1400 市原　修 ｲﾁﾊﾗ ｵｻﾑ  0:57:2087 岩手県花巻市

1472 芳門　重信 ﾖｼｶﾄﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ  0:57:2188 岩手県八幡平市

1438 高橋　孝昭 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｱｷ  0:57:22ＳＡＫＡＩＲＣ89 岩手県滝沢市

1385 高橋　武夫 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ  0:57:23花巻走友会90 岩手県花巻市

1334 天貝　安男 ｱﾏｶﾞｲ ﾔｽｵ  0:57:3591 千葉県我孫子市

1322 髙橋　政夫 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ  0:57:36チャレンジ６６92 岩手県奥州市

1312 永洞　勝男 ﾅｶﾞﾎﾗ ｶﾂｵ  0:58:0193 岩手県宮古市

1414 柴田　秀一 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｲﾁ  0:58:03カシオペアスロー人94 岩手県二戸郡一戸町

1452 亀谷　悟 ｶﾒﾔ ｻﾄﾙ  0:58:13イヤタカ95 秋田県秋田市

1457 三浦　淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ  0:58:16こうめ倶楽部96 宮城県仙台市

1466 村松　茂 ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾙ  0:58:2197 岩手県盛岡市

1344 寺沢　進 ﾃﾗｻﾜ ｽｽﾑ  0:58:33雫石楽走会98 岩手県岩手郡雫石町

1467 鈴木　清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ  0:58:3699 岩手県奥州市

1441 畠山　俊樹 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄｼｷ  0:58:47100 岩手県盛岡市
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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 １０ｋｍ　６０歳以上男子 0:39:46大会記録：

市区町村県名

1311 齊藤　英明 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ  0:59:11101 岩手県盛岡市

1331 藤田　昇次 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ  0:59:13102 岩手県盛岡市

1374 藤村　修一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ  0:59:15103 岩手県盛岡市

1330 月泉　孝瑞 ﾂｷｲｽﾞﾐ ｺｳｽﾞｲ  0:59:30秋田県走友会104 秋田県雄勝郡羽後町

1406 森　敏夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ  0:59:31105 岩手県盛岡市

1461 小原　浩 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ  0:59:32106 岩手県北上市

1430 下斗米　光昭 ｼﾓﾄﾏｲ ﾐﾂｱｷ  0:59:33下斗米登記測量107 岩手県九戸郡九戸村

1392 佐々木　篤 ｻｻｷ ｱﾂｼ  0:59:51108 岩手県滝沢市

1390 畠山　耕志 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｼ  0:59:52109 岩手県花巻市

1376 野々村　信吉 ﾉﾉﾑﾗ ｼﾝｷﾁ  1:00:08雫石マスターズ110 岩手県岩手郡雫石町

1405 石井　力 ｲｼｲ ﾂﾄﾑ  1:00:29川崎の鉄人111 岩手県一関市

1418 伊藤　得二 ｲﾄｳ ﾄｸｼﾞ  1:00:45112 岩手県滝沢市

1354 藤村　誠一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｾｲｲﾁ  1:00:47113 岩手県盛岡市

1318 石川　照毅 ｲｼｶﾜ ﾃﾙｷ  1:01:42114 秋田県由利本荘市

1316 福田　正 ﾌｸﾀﾞ  1:01:43115 岩手県盛岡市

1398 後藤　正 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ  1:02:10116 岩手県奥州市

1381 佐々木　英吉 ｻｻｷ ｴｲｷﾁ  1:02:13117 秋田県大仙市

1336 佐々木　充 ｻｻｷ ﾐﾂﾙ  1:02:23118 岩手県盛岡市

1350 米澤　清 ﾖﾈｻﾞﾜ ｷﾖｼ  1:02:28119 岩手県岩手郡雫石町

1368 新井田　隆雄 ﾆｲﾀﾞ ﾀｶｵ  1:02:57もうちょっとで120 岩手県滝沢市

1321 田澤　武 ﾀｻﾞﾜ ﾀｹｼ  1:03:08121 新潟県新発田市

1436 陶山　泰信 ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ  1:03:21122 静岡県駿東郡長泉町

1325 竹浪　清春 ﾀｹﾅﾐ ｷﾖﾊﾙ  1:03:37盛岡走友会123 岩手県盛岡市

1365 外村　道夫 ｿﾄﾑﾗ ﾐﾁｵ  1:04:00盛岡走友会124 岩手県盛岡市

1446 田子　一男 ﾀｺ ｶｽﾞｵ  1:04:03マイペースＲＣ125 岩手県八幡平市

1347 小原　一夫 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ  1:04:10北上マスターズ126 岩手県北上市

1408 兎澤　辰男 ﾄｻﾞﾜ ﾀﾂｵ  1:04:18鹿角陸友会127 秋田県鹿角市

1351 武田　義則 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ  1:04:21128 岩手県滝沢市

1454 小野寺　彰 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ  1:04:26129 岩手県盛岡市

1393 藤井　範雄 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｵ  1:04:47盛岡ドリーム130 岩手県盛岡市

1463 坂井　俊洋 ｻｶｲ ﾄｼﾋﾛ  1:04:58ドリカム131 宮城県仙台市

1450 武田　敏弘 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ  1:05:48盛岡走友会132 岩手県盛岡市

1340 八重樫　和徳 ﾔｴｶﾞｼ ｶｽﾞﾉﾘ  1:05:51133 岩手県滝沢市

1341 利部　哲也 ｶｶﾞﾌﾞ ﾃﾂﾔ  1:05:58134 秋田県秋田市

1377 滝沢　弘 ﾀｷｻﾜ ﾋﾛｼ  1:06:01135 岩手県滝沢市

1343 鎌田　傳四郎 ｶﾏﾀﾞ ﾃﾞﾝｼﾛｳ  1:06:08136 岩手県花巻市

1415 千葉　正雄 ﾁﾊﾞ ﾏｻｵ  1:06:16137 岩手県大船渡市

1382 畠山　英二 ﾊﾀｹﾔﾏ  1:07:09138 岩手県盛岡市

1426 町田　重光 ﾏﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾐﾂ  1:07:22グリーン東大和139 東京都東大和市

1310 竹澤　寛 ﾀｹｻﾜ ﾋﾛｼ  1:07:24花巻走友会140 岩手県花巻市

1304 髙橋　崇雄 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｵ  1:07:37141 岩手県和賀郡西和賀町

1409 藤本　啓二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ  1:08:10142 岩手県紫波郡紫波町

1303 齋藤　保男 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ  1:08:14玉山走友会143 岩手県紫波郡矢巾町

1348 渕向　昇 ﾌﾁﾑｶｲ ﾉﾎﾞﾙ  1:08:15144 岩手県盛岡市

1314 髙橋　忠徳 ﾀｶﾊｼ ﾁｭｳﾄｸ  1:08:33奥州水沢愛走会145 岩手県奥州市

1389 西田　栄一郎 ﾆｼﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ  1:08:49146 岩手県盛岡市

1449 上ノ澤　一彦 ｶﾐﾉｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ  1:08:55147 岩手県盛岡市

1403 三光楼　隆雄 ｻﾝｺｳﾛｳ ﾀｶｵ  1:09:26148 岩手県釜石市

1338 柳岡　徳雄 ﾔﾅｷﾞｵｶ ﾄｸｵ  1:10:49149 岩手県岩手郡葛巻町

1419 奥村　英則 ｵｸﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:11:14150 岩手県岩手郡雫石町
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 １０ｋｍ　６０歳以上男子 0:39:46大会記録：

市区町村県名

1328 髙橋　周作 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｻｸ  1:11:29西和賀マスターズ151 岩手県和賀郡西和賀町

1366 吉田　光 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ  1:11:40152 岩手県滝沢市

1447 大里　孝夫 ｵｵｻﾄ ﾀｶｵ  1:11:58153 青森県八戸市

1471 小山　信一 ｵﾔﾏ ﾉﾌﾞｶﾂ  1:12:48154 岩手県一関市

1443 金沢　茂 ｶﾈｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ  1:15:52155 山形県米沢市

1355 斉藤　信広 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:20:34盛岡走友会156 岩手県滝沢市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 １０ｋｍ　６０歳以上女子 0:50:03大会記録：

市区町村県名

1513 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ  0:48:26（株）岩泉きのこ産業1 新岩手県下閉伊郡岩泉町

1518 亀谷　孝子 ｶﾒﾔ ﾀｶｺ  0:51:072 秋田県秋田市

1510 吉田　きよ子 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｺ  0:52:45一関レディース3 岩手県一関市

1504 蒲沢　美恵子 ｶﾞﾏｻﾜ ﾐｴｺ  0:54:12八幡平市陸協4 岩手県八幡平市

1505 多田　恵子 ﾀﾀﾞ ｹｲｺ  0:55:52横浜緑走友会5 東京都町田市

1507 髙橋　美保子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｺ  0:58:296 岩手県滝沢市

1509 飛田　園子 ﾄﾋﾞﾀ ｿﾉｺ  0:59:287 秋田県大館市

1517 下斗米　晃子 ｼﾓﾄﾏｲ ｱｷｺ  0:59:33下斗米登記測量8 岩手県九戸郡九戸村

1511 吉田　明美 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ  1:03:429 岩手県盛岡市

1502 天貝　八千代 ｱﾏｶﾞｲ ﾔﾁﾖ  1:04:5510 千葉県我孫子市

1508 川村　美加子 ｶﾜﾑﾗ ﾐｶｺ  1:05:0311 岩手県紫波郡紫波町

1514 山内　スミ子 ﾔﾏｳﾁ ｽﾐｺ  1:05:1912 岩手県宮古市

1501 松岡　マヨ子 ﾏﾂｵｶ ﾏﾖｺ  1:07:07花巻走友会13 岩手県花巻市

1503 工藤　朝子 ｸﾄﾞｳ ｱｻｺ  1:07:1714 岩手県盛岡市

1512 高橋　京子 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ  1:10:2515 岩手県八幡平市

1506 野崎　信子 ﾉｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ  1:11:0016 岩手県宮古市
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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 ５ｋｍ　１６～３９歳男子 0:15:39大会記録：

市区町村県名

5005 佐々木　飛鳥 ｻｻｷ ｱｽｶ  0:15:45専大北上高校1 岩手県八幡平市

5004 佐々木　詩音 ｻｻｷ ｼｵﾝ  0:15:52専大北上高校2 岩手県八幡平市

5087 宇部　雄太 ｳﾍﾞ ﾕｳﾀ  0:16:24めろんちゃん復活祭3 岩手県盛岡市

5002 瀧沢　佳佑 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲｽｹ  0:16:34盛岡南高校4 岩手県花巻市

5018 伊比　朗 ｲﾋ ｱｷﾗ  0:16:365 宮城県気仙沼市

5031 阿部　清孝 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ  0:16:38岩手自衛隊6 岩手県滝沢市

5044 佐々木　慶徳 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  0:16:46Ｒｕｎぼるぎに7 岩手県一関市

5043 高橋　大地 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ  0:17:10岩手県立大学8 岩手県滝沢市

5048 伊東　輝 ｲﾄｳ ｱｷﾗ  0:17:38岩手高射9 岩手県滝沢市

5019 小山田　貴輝 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ  0:17:4010 岩手県滝沢市

5029 関根　芳樹 ｾｷﾈ ﾖｼｷ  0:17:5211 岩手県八幡平市

5022 角城　優真 ｶｸｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ  0:18:2912 岩手県遠野市

5033 千葉　洋 ﾁﾊﾞ ﾖｳ  0:18:30アイシン東北13 岩手県胆沢郡金ケ崎町

5088 吉田　渉 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ  0:18:3414 岩手県盛岡市

5045 山本　雄太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ  0:18:36八幡平市陸協15 岩手県八幡平市

5076 高橋　求夢 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾑ  0:18:38盛岡北高16 岩手県八幡平市

5075 水内　勇也 ﾐｽﾞﾅｲ ﾕｳﾔ  0:18:43盛岡大学17 岩手県盛岡市

5050 小林　篤史 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ  0:19:12岩手高射18 岩手県滝沢市

5052 浦内　健太 ｳﾗﾅｲ ｹﾝﾀ  0:19:14岩手高射19 岩手県滝沢市

5007 菅原　学人 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾞｸﾄ  0:19:2520 岩手県紫波郡矢巾町

5069 小野寺　宣人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾋﾄ  0:19:3421 岩手県奥州市

5027 金子　潤之介 ｶﾈｺ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ  0:19:3922 岩手県盛岡市

5053 山本　佳祐 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ  0:19:41岩手高射23 岩手県滝沢市

5078 内村　哲也 ｳﾁﾑﾗ ﾃﾂﾔ  0:20:1124 岩手県下閉伊郡岩泉町

5040 駒木　聖 ｺﾏｷ ﾀｶｼ  0:20:39アステラス西根25 岩手県八幡平市

5035 後藤　聡志 ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ  0:20:4126 岩手県盛岡市

5032 髙橋　理玖 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ  0:20:4927 岩手県八幡平市

5070 我妻　孝紀 ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾉﾘ  0:20:5328 宮城県名取市

5083 工藤　昭 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾗ  0:21:1429 岩手県盛岡市

5081 八幡　竹春 ﾔﾊﾀ ﾀｹﾊﾙ  0:21:20無所属30 岩手県八幡平市

5062 斎藤　達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ  0:21:25岩手自衛隊31 岩手県滝沢市

5056 上山　裕 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛ  0:21:4632 岩手県盛岡市

5011 金谷　拓磨 ｶﾅﾔ ﾀｸﾏ  0:21:5433 岩手県盛岡市

5071 上舘　昭人 ｶﾐﾀﾞﾃ ｱｷﾋﾄ  0:22:0434 岩手県下閉伊郡岩泉町

5006 成田　信也 ﾅﾘﾀ ｼﾝﾔ  0:22:04田山郵便局35 岩手県八幡平市

5010 菅原　翔平 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ  0:22:5036 岩手県盛岡市

5042 安藤　利幸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ  0:22:58東京都庁37 岩手県盛岡市

5054 中島　佑太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ  0:23:1038 岩手県盛岡市

5020 久保　早智雄 ｸﾎﾞ ｻﾁｵ  0:23:2439 岩手県盛岡市

5068 佐々木　誠 ｻｻｷ ﾏｺﾄ  0:23:3640 岩手県紫波郡矢巾町

5012 五十地　和明 ｺﾞｼﾞｭｳﾁ ｶｽﾞｱｷ  0:23:4241 岩手県紫波郡矢巾町

5046 阿部　武蔵 ｱﾍﾞ ﾑｻｼ  0:23:5642 岩手県盛岡市

5016 千葉　雄二 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ  0:23:56ブナの木園43 岩手県一関市

5074 及川　智礼 ｵｲｶﾜ ﾁﾋﾛ  0:23:56岩手大学44 岩手県盛岡市

5061 菅原　優大 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀﾞｲ  0:24:0745 岩手県花巻市

5086 内村　俊太 ｳﾁﾑﾗ ｼｭﾝﾀ  0:24:1246 岩手県盛岡市

5072 高橋　滉太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ  0:24:17東北学院大学47 岩手県花巻市

5079 岡崎　文哉 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐﾔ  0:24:5548 岩手県二戸市

5065 齋藤　雄介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ  0:25:1849 岩手県北上市

5021 藤原　康一郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:25:5250 岩手県盛岡市
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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 ５ｋｍ　１６～３９歳男子 0:15:39大会記録：

市区町村県名

5080 内村　勝也 ｳﾁﾑﾗ ｶﾂﾔ  0:26:2051 岩手県下閉伊郡岩泉町

5034 今田　匠 ｲﾏﾀ ﾀｸﾐ  0:26:2152 岩手県盛岡市

5058 芝西　佑哉 ｼﾊﾞﾆｼ ﾕｳﾔ  0:26:3453 岩手県盛岡市

5038 米澤　竜一 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ  0:26:39アステラス西根54 岩手県滝沢市

5023 菊池　俊哉 ｷｸﾁ ﾄｼﾔ  0:26:5655 岩手県奥州市

5026 山﨑　茂朗 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｹﾞｱｷ  0:27:08サラダファーム56 岩手県盛岡市

5037 山本　祐太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ  0:27:52アステラス西根57 岩手県八幡平市

5063 小林　悠也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ  0:28:1758 岩手県滝沢市

5039 新坂　純平 ｼﾝｻﾞｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:28:22アステラス西根59 岩手県八幡平市

5057 佐々木　厚 ｻｻｷ ｱﾂｼ  0:28:34Ｒｕｎ遊会60 岩手県花巻市

5082 内村　亮太 ｳﾁﾑﾗ ﾘｮｳﾀ  0:28:4761 岩手県下閉伊郡岩泉町

5059 伊藤　大貴 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:29:08岩大特別支援62 岩手県盛岡市

5001 佐々木　忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ  0:29:18ウフフッ63 岩手県胆沢郡金ケ崎町

5013 高橋　正春 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ  0:29:24みたけの園ＧＨ64 岩手県滝沢市

5003 工藤　友和 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｶｽﾞ  0:29:26医療法人社団　帰厚堂65 岩手県盛岡市

5041 澤田　康平 ｻﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ  0:29:45アステラス西根66 岩手県滝沢市

5073 吉田　裕紀 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ  0:30:4567 岩手県盛岡市

5064 三宅　俊光 ﾐﾔｹ ﾄｼﾐﾂ  0:31:1668 宮城県仙台市

5066 有馬　大策 ｱﾘﾏ ﾀﾞｲｻｸ  0:36:2369 岩手県盛岡市

5015 北田　辰吾 ｷﾀﾀﾞ ｼﾝｺﾞ  0:40:3670 岩手県紫波郡紫波町

5084 猪股　寛士 ｲﾉﾏﾀ ｶﾝｼﾞ  0:42:43(株)シンエイシステム71 青森県弘前市

5014 立花　昂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾎﾞﾙ  0:43:42みたけの園ＧＨ72 岩手県盛岡市
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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 ５ｋｍ　１６～３９歳女子 0:17:38大会記録：

市区町村県名

5208 大場　美加 ｵｵﾊﾞ ﾐｶ  0:17:45鹿角陸協1 秋田県鹿角市

5203 小原　こころ ｵﾊﾞﾗ ｺｺﾛ  0:19:572 岩手県北上市

5232 宮本　美弘 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾋﾛ  0:20:13盛岡南3 岩手県盛岡市

5212 佐藤　牧 ｻﾄｳ ﾏｷ  0:21:264 岩手県盛岡市

5211 新田　彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ  0:22:065 岩手県花巻市

5224 阿部　史生奈 ｱﾍﾞ ｼｲﾅ  0:22:316 秋田県鹿角市

5230 服部　柚希乃 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷﾉ  0:22:46盛岡北高7 岩手県滝沢市

5229 荻野　史織 ｵｷﾞﾉ ｼｵﾘ  0:23:00岩手大学走友会8 岩手県盛岡市

5222 佐藤　巴菜 ｻﾄｳ ﾊﾅ  0:23:589 岩手県盛岡市

5218 竹花　史華 ﾀｹﾊﾅ ﾌﾐｶ  0:24:1310 岩手県遠野市

5206 遠藤　有佳子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｶｺ  0:24:1611 岩手県二戸市

5220 佐藤　さやか ｻﾄｳ ｻﾔｶ  0:24:19下太田保育園12 岩手県盛岡市

5234 菅原　円 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾄﾞｶ  0:25:22盛岡農業高等学校13 岩手県紫波郡矢巾町

5237 武内　芳 ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ  0:25:3714 岩手県盛岡市

5217 竹花　悠 ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙｶ  0:25:4315 岩手県奥州市

5231 村上　萌衣 ﾑﾗｶﾐ ﾒｲ  0:26:09盛岡北高16 岩手県盛岡市

5236 二田　愛 ﾌﾀﾀﾞ ｱｲ  0:26:3917 岩手県滝沢市

5235 長柴　麻希 ﾅｶﾞｼﾊﾞ ﾏｷ  0:27:0418 山形県南陽市

5209 新井谷　麻衣 ﾆｲﾔ ﾏｲ  0:27:2219 岩手県久慈市

5214 多田　美香 ﾀﾀﾞ ﾐｶ  0:27:24ＹＤＫ20 岩手県北上市

5228 小野寺　里江 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｴ  0:27:5721 岩手県盛岡市

5223 山田　智子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｺ  0:28:2222 岩手県盛岡市

5221 藤平　忍 ﾌｼﾞﾋﾗ ｼﾉﾌﾞ  0:28:5623 岩手県滝沢市

5227 六本木　基 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾓﾄｲ  0:29:0824 岩手県盛岡市

5207 今田　舞 ｲﾏﾀ ﾏｲ  0:30:2825 岩手県盛岡市

5226 長谷川　綾乃 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔﾉ  0:30:2926 岩手県盛岡市

5225 岡本　杏奈 ｵｶﾓﾄ ｱﾝﾅ  0:31:1527 岩手県盛岡市

5210 日塔　千暁 ﾆｯﾄｳ ﾁｱｷ  0:32:33石持クラブ28 山形県寒河江市

5213 伊藤　美幸 ｲﾄｳ ﾐﾕｷ  0:32:59チーム鎌倉29 岩手県北上市

5202 羽鳥　敦子 ﾊﾄﾘ ｱﾂｺ  0:33:0330 岩手県盛岡市

5205 大森　美香 ｵｵﾓﾘ ﾐｶ  0:36:3631 岩手県八幡平市

5204 本堂　真紀 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｷ  0:38:0132 岩手県八幡平市
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市区町村県名

5336 森谷　俊樹 ﾓﾘﾔ ﾄｼｷ  0:17:431 岩手県盛岡市

5314 小野寺　栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ  0:17:56チーム　アルイテルヨ2 岩手県奥州市

5345 山根　康宏 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ  0:18:21ｒｕｎぼるぎー3 岩手県一関市

5304 菊地　国明 ｷｸﾁ ｸﾆｱｷ  0:18:264 岩手県盛岡市

5343 菅原　渉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾜﾀﾙ  0:18:41デンソー岩手5 岩手県一関市

5354 高橋　正和 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ  0:19:016 岩手県紫波郡矢巾町

5335 市沢　哲雄 ｲﾁｻﾜ ﾃﾂｵ  0:20:027 青森県三沢市

5321 大和田　忠行 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:20:26大船渡温泉8 岩手県大船渡市

5340 大矢　一良 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾖｼ  0:20:299 岩手県紫波郡矢巾町

5351 加藤　慶司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ  0:20:38上田おやじの会10 岩手県盛岡市

5324 高橋　昌幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ  0:20:4011 岩手県滝沢市

5356 小原　隆弘 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:20:44Ｒｕｎ遊会12 岩手県花巻市

5309 小野　正昭 ｵﾉ ﾏｻｱｷ  0:20:4513 青森県西津軽郡深浦町

5307 高橋　和晴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾊﾙ  0:21:39胆沢南走会14 岩手県奥州市

5355 杉村　国良 ｽｷﾞﾑﾗ ｸﾆﾖｼ  0:22:08Ｒｕｎ遊会15 岩手県花巻市

5312 佐々木　正昭 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ  0:22:20桜メイクラブ16 岩手県八幡平市

5342 関野　俊彦 ｾｷﾉ ﾄｼﾋｺ  0:22:2517 岩手県盛岡市

5315 髙橋　尚文 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾌﾐ  0:22:32北上市役所18 岩手県北上市

5311 佐々木　政実 ｻｻｷ ﾏｻﾐ  0:22:37スマイルランラン19 岩手県滝沢市

5332 小野寺　伸一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝｲﾁ  0:22:42巣子ＲＣ20 岩手県滝沢市

5359 田中　秀光 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾐﾂ  0:22:4621 岩手県岩手郡岩手町

5352 中村　勝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾙ  0:23:0322 岩手県盛岡市

5313 工藤　祐悦 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｴﾂ  0:23:0723 岩手県八幡平市

5330 中屋敷　進 ﾅｶﾔｼｷ ｽｽﾑ  0:23:2824 岩手県花巻市

5318 国枝　正樹 ｸﾆｴﾀﾞ ﾏｻｷ  0:23:3325 岩手県滝沢市

5364 佐藤　賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  0:23:5926 岩手県一関市

5325 佐々木　教雄 ｻｻｷ ﾉﾘｵ  0:23:5927 岩手県花巻市

5347 吉田　彰英 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ  0:24:0628 岩手県盛岡市

5344 小向　勝信 ｺﾑｶｲ ｶﾂﾉﾌﾞ  0:24:10宮古ＡＣ29 岩手県盛岡市

5333 村上　真司 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｼﾞ  0:24:2330 岩手県下閉伊郡山田町

5306 小成　良二 ｺﾅﾘ ﾘｮｳｼﾞ  0:25:09風を抜け倶楽部31 岩手県宮古市

5319 小野寺　均 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ  0:25:2632 岩手県八幡平市

5310 大谷地　一夫 ｵｵﾔﾁ ｶｽﾞｵ  0:25:4833 岩手県岩手郡雫石町

5366 川口　忍 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ  0:25:5134 岩手県岩手郡雫石町

5357 佐藤　孝芳 ｻﾄｳ ﾀｶﾖｼ  0:26:1835 岩手県盛岡市

5326 田中　寛行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ  0:26:2436 岩手県滝沢市

5329 齋藤　光雄 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ  0:26:4737 岩手県北上市

5367 松田　智行 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  0:27:14走っとコーネ38 岩手県釜石市

5302 畑中　正敏 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ  0:27:2639 岩手県二戸市

5362 柳澤　正行 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:28:09ＪＲ仙台病院40 宮城県仙台市

5361 中村　卓 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸ  0:28:1141 青森県八戸市

5369 田鎖　賢二 ﾀｸｻﾘ ｹﾝｼﾞ  0:28:2342 岩手県盛岡市

5353 白椛　正美 ｼﾗｶﾊﾞ ﾏｻﾐ  0:28:3143 岩手県盛岡市

5365 岡崎　睦志 ｵｶｻﾞｷ ﾑﾂｼ  0:28:4844 岩手県二戸市

5363 滝田　裕治 ﾀｷﾀ ﾕｳｼﾞ  0:28:52ひまわり会計45 青森県八戸市

5368 木下　淳平 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:28:5846 岩手県盛岡市

5322 横山　重美 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞﾐ  0:29:0347 埼玉県さいたま市

5341 照井　光二 ﾃﾙｲ ﾐﾂｼﾞ  0:29:06アイシーエス48 岩手県盛岡市

5358 伊藤　雅美 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ  0:29:0849 岩手県盛岡市

5334 菅野　研作 ｶﾝﾉ ｹﾝｻｸ  0:29:1250 岩手県陸前高田市
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 ５ｋｍ　４０～５９歳男子 0:16:50大会記録：

市区町村県名

5346 中島　浩章 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ  0:29:25シンエイシステ51 岩手県盛岡市

5339 大野　満 ｵｵﾉ ﾐﾂﾙ  0:29:3752 岩手県釜石市

5308 帷子　静男 ｶﾀﾋﾞﾗ ｼｽﾞｵ  0:29:4053 岩手県滝沢市

5301 関　大輔 ｾｷ ﾀﾞｲｽｹ  0:30:2554 岩手県宮古市

5331 国枝　定雄 ｸﾆｴﾀﾞ ｻﾀﾞｵ  0:31:0955 岩手県岩手郡岩手町

5337 平木　昇栄 ﾋﾗｷ ｼｮｳｴｲ  0:32:07アステラス西根56 岩手県盛岡市

5303 佐々木　等 ｻｻｷ ﾋﾄｼ  0:35:10ウフフッ57 岩手県胆沢郡金ケ崎町

5317 渡邉　壽行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾕｷ  0:36:5558 岩手県紫波郡紫波町

5350 佐藤　良延 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:37:5559 秋田県秋田市

5320 斉藤　憲祐 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾕｳ  0:41:16みたけの園ＧＨ60 岩手県滝沢市
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市区町村県名

5502 菅原　めぐみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ  0:19:42胆沢南走会1 岩手県奥州市

5514 柴田　真由美 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾕﾐ  0:20:052 岩手県滝沢市

5505 坂本　理絵 ｻｶﾓﾄ ﾘｴ  0:20:58さかもと整形外科3 岩手県盛岡市

5509 川又　ミドリ ｶﾜﾏﾀ ﾐﾄﾞﾘ  0:22:23八幡平市陸協4 岩手県八幡平市

5501 佐々木　里美 ｻｻｷ ｻﾄﾐ  0:23:02宮城陸協5 宮城県仙台市

5525 志田　光恵 ｼﾀﾞ ﾐﾂｴ  0:23:16大船渡ＡＣ6 岩手県大船渡市

5520 高舘　民子 ﾀｶﾀﾞﾃ ﾀﾐｺ  0:23:277 岩手県花巻市

5527 高橋　紀子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ  0:23:57ホームエコノ8 岩手県奥州市

5526 小野　美和 ｵﾉ ﾐﾜ  0:24:299 岩手県盛岡市

5519 畠山　みゆき ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾕｷ  0:24:5610 岩手県紫波郡矢巾町

5507 佐々木　智子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ  0:25:46りんごの森保育園11 岩手県滝沢市

5534 佐藤　久美子 ｻﾄｳ ｸﾐｺ  0:25:4912 秋田県秋田市

5522 上田　佐知子 ｳｴﾀﾞ ｻﾁｺ  0:26:0413 青森県八戸市

5529 小水内　久美子 ｺﾐｽﾞﾅｲ ｸﾐｺ  0:26:1614 岩手県遠野市

5532 星　直美 ﾎｼ ﾅｵﾐ  0:26:3715 宮城県仙台市

5515 瀧沢　洋子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｺ  0:27:4416 岩手県花巻市

5540 石川　美幾子 ｲｼｶﾜ ﾐｷｺ  0:28:1217 岩手県岩手郡雫石町

5508 山本　さとみ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾐ  0:28:54田山かあちゃんず18 岩手県八幡平市

5533 若松　俊枝 ﾜｶﾏﾂ ﾄｼｴ  0:29:3619 岩手県滝沢市

5537 白椛　文子 ｼﾗｶﾊﾞ ｱﾔｺ  0:29:3620 岩手県盛岡市

5539 伊藤　由子 ｲﾄｳ ﾖｼｺ  0:29:4421 岩手県盛岡市

5544 八木　雅子 ﾔｷﾞ ﾏｻｺ  0:30:3622 岩手県盛岡市

5538 米田　教子 ﾏｲﾀ ｷｮｳｺ  0:30:5823 岩手県一関市

5518 高橋　静香 ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｶ  0:31:1224 岩手県遠野市

5512 中野崎　綿子 ﾅｶﾉｻﾞｷ  0:31:2825 岩手県滝沢市

5536 鈴木　ひろ子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ  0:31:2826 岩手県滝沢市

5517 佐々木　祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ  0:31:4927 岩手県盛岡市

5531 小野寺　静子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｽﾞｺ  0:31:5128 岩手県盛岡市

5528 坂下　利津子 ｻｶｼﾀ ﾘﾂｺ  0:32:1429 岩手県盛岡市

5513 太田　かほり ｵｵﾀ ｶﾎﾘ  0:33:41釜石はせっぺす30 岩手県宮古市

5530 牧　幸恵 ﾏｷ ﾕｷｴ  0:36:2831 岩手県盛岡市

5535 中野　雅子 ﾅｶﾉ ﾏｻｺ  0:36:3532 岩手県盛岡市

5541 村上　洋子 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ  0:37:2433 岩手県盛岡市

5542 髙橋　明子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ  0:37:4234 岩手県花巻市

5523 千葉　美穂子 ﾁﾊﾞ ﾐﾎｺ  0:38:4935 岩手県盛岡市

5524 今田　環 ｲﾏﾀ ﾀﾏｷ  0:39:0836 岩手県盛岡市

5511 原　洋子 ﾊﾗ ﾖｳｺ  0:46:1137 岩手県盛岡市
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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
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 ５ｋｍ　６０歳以上男子 0:19:05大会記録：

市区町村県名

5633 安保　淳 ｱﾝﾎﾞ ｱﾂｼ  0:19:27チーム一葉1 岩手県盛岡市

5629 菊池　健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ  0:20:05チーム大吾郎2 岩手県遠野市

5620 八重樫　光男 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾂｵ  0:20:35笹間ＭＣ3 岩手県花巻市

5609 坂田　稔 ｻｶﾀ ﾐﾉﾙ  0:21:094 岩手県盛岡市

5664 中里　薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ  0:22:21チームさわなり5 岩手県一関市

5672 菅原　芳和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼｶｽﾞ  0:22:42花巻走友会6 岩手県花巻市

5612 菊池　年一 ｷｸﾁ ﾄｼｶｽﾞ  0:22:50宮古健走会7 岩手県宮古市

5619 村木　慎平 ﾑﾗｷ ｼﾝﾍﾟｲ  0:23:14宮古高校ＯＢ8 岩手県盛岡市

5651 川畑　光男 ｶﾜﾊﾀ ﾐﾂｵ  0:23:39北岩手圧送（株）9 岩手県二戸郡一戸町

5660 木村　春雄 ｷﾑﾗ ﾊﾙｵ  0:23:4410 青森県三戸郡南部町

5627 阿久津　文夫 ｱｸﾂ ﾌﾐｵ  0:23:48東水エンジニアリング11 岩手県盛岡市

5645 千葉　精司 ﾁﾊﾞ ｾｲｼﾞ  0:24:0412 岩手県陸前高田市

5654 土屋　善孝 ﾂﾁﾔ ﾖｼﾀｶ  0:24:1613 岩手県盛岡市

5621 安保　英明 ｱﾝﾎﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:24:1714 岩手県八幡平市

5605 八重樫　光徳 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾂﾉﾘ  0:24:30笹間クラブ15 岩手県花巻市

5669 伊藤　武夫 ｲﾄｳ ﾀｹｵ  0:24:3216 岩手県花巻市

5658 曲道　裕悦 ﾏｶﾞﾘﾐﾁ ﾕｳｴﾂ  0:24:3717 岩手県九戸郡洋野町

5646 脇山　康伸 ﾜｷﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ  0:25:02銀河の里18 岩手県花巻市

5602 平山　栄 ﾋﾗﾔﾏ ｻｶｴ  0:25:5519 岩手県遠野市

5673 能代　博巳 ﾉｼﾛ ﾋﾛﾐ  0:26:0120 青森県むつ市

5604 佐藤　鼎 ｻﾄｳ ｶﾅｴ  0:26:05八戸走ろう会21 青森県八戸市

5671 新井谷　誠 ﾆｲﾔ ﾏｺﾄ  0:26:2622 岩手県久慈市

5640 山田　正一 ﾔﾏﾀﾞﾃ ｼｮｳｲﾁ  0:26:4523 岩手県二戸市

5624 平内　文夫 ﾋﾗﾅｲ ﾌﾐｵ  0:26:4924 岩手県宮古市

5618 菅野　孝二 ｶﾝﾉ ｺｳｼﾞ  0:26:52奥州水沢愛走会25 岩手県奥州市

5628 南野　勇 ﾐﾅﾐﾉ ｲｻﾑ  0:27:0826 岩手県滝沢市

5632 菅原　一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊｼﾞﾒ  0:27:2027 岩手県一関市

5630 助川　和男 ｽｹｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ  0:27:33南部山一人クラブ28 青森県八戸市

5662 伊藤　善昭 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ  0:27:4729 岩手県八幡平市

5676 田中　康男 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ  0:27:50盛岡高松ＳＣ30 岩手県盛岡市

5644 千田　七郎 ﾁﾀﾞ ｼﾁﾛｳ  0:27:53奥州水沢愛走会31 岩手県奥州市

5668 山部　祐造 ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ  0:27:5632 岩手県紫波郡矢巾町

5639 齊藤　光男 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ  0:28:2433 岩手県滝沢市

5643 高橋　和夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ  0:28:4034 岩手県八幡平市

5650 松田　勲 ﾏﾂﾀﾞ ｲｻｵ  0:28:4135 岩手県釜石市

5601 畑中　正人 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾄ  0:29:2636 岩手県二戸市

5674 竹花　勉 ﾀｹﾊﾅ ﾂﾄﾑ  0:29:3237 岩手県盛岡市

5615 小野　弘志 ｵﾉ ﾋﾛｼ  0:30:4638 岩手県奥州市

5656 髙橋　勝明 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｱｷ  0:30:54クリエイトファーム39 岩手県岩手郡雫石町

5655 八幡　祥治 ﾔﾊﾀ ｼｮｳｼﾞ  0:31:0640 岩手県盛岡市

5610 伊東　信彦 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ  0:31:23昇龍ＮＡＶＹ41 岩手県盛岡市

5625 古舘　正敏 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾏｻﾄｼ  0:31:45きたぎん走友会42 岩手県盛岡市

5642 五十地　実 ｺﾞｼﾞｭｳﾁ ﾐﾉﾙ  0:31:4843 岩手県紫波郡矢巾町

5606 小林　文男 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ  0:32:0544 岩手県奥州市

5623 岩田　善弘 ｲﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ  0:32:1945 岩手県宮古市

5613 川端　育治 ｶﾜﾊﾞﾀ ｲｸﾊﾙ  0:32:2746 岩手県宮古市

5657 佐々木　昇 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ  0:33:0347 岩手県盛岡市

5634 髙橋　弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ  0:33:18奥州水沢愛走会48 岩手県奥州市

5675 齋藤　文昭 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ  0:35:1049 宮城県仙台市

5611 杣沢　正彦 ｿﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ  0:35:2250 岩手県盛岡市
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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 ５ｋｍ　６０歳以上男子 0:19:05大会記録：

市区町村県名

5659 吉田　高則 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ  0:35:4651 岩手県盛岡市

5665 佐藤　正一 ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ  0:37:1152 岩手県盛岡市

5626 菅　良弘 ｽｶﾞ ﾖｼﾋﾛ  0:37:4553 秋田県湯沢市

5617 千田　正耕 ﾁﾀﾞ ｼｮｳｺｳ  0:38:4254 岩手県奥州市

5661 高橋　貞二郎 ﾀｶﾊｼ ﾃｲｼﾞﾛｳ  0:39:59紫波楽走会55 岩手県紫波郡紫波町

5670 佐藤　勇一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ  0:40:1156 宮城県大崎市

5649 北田　善和 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ  0:40:3657 岩手県紫波郡紫波町

5667 千葉　三雄 ﾁﾊﾞ ﾐﾂｵ  0:41:1158 岩手県八幡平市

5637 橘　士郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾛｳ  0:41:3859 岩手県紫波郡紫波町

5653 吉谷　富夫 ﾖｼﾀﾆ ﾄﾐｵ  0:42:0360 青森県八戸市

5663 工藤　徳男 ｸﾄﾞｳ ﾄｸｵ  0:42:3061 岩手県八幡平市

5638 高橋　真 ﾀｶﾊｼ ｼﾝ  0:44:4062 岩手県和賀郡西和賀町

5622 佐藤　勝一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ  0:48:3563 岩手県二戸市
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 ５ｋｍ　６０歳以上女子 0:22:57大会記録：

市区町村県名

5815 澤田　芳子 ｻﾜﾀﾞ ﾎｳｺ  0:23:421 岩手県滝沢市

5811 菊池　久美子 ｷｸﾁ ｸﾐｺ  0:24:022 岩手県釜石市

5809 小野寺　たけ子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｺ  0:24:20せんまやＡＣ3 岩手県一関市

5805 富樫　良子 ﾄｶﾞｼ ﾘｮｳｺ  0:25:334 秋田県秋田市

5817 天沼　洋子 ｱﾏﾇﾏ ﾖｳｺ  0:27:39盛岡走友会5 岩手県盛岡市

5801 菊池　敦子 ｷｸﾁ ｱﾂｺ  0:27:47ザ・マイペース6 岩手県花巻市

5802 菅原　雪枝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ  0:28:567 岩手県一関市

5804 木沢　順子 ｷｻﾞﾜ ｱﾂｺ  0:29:31宮古サーモン8 岩手県宮古市

5816 田村　清子 ﾀﾑﾗ  0:34:23盛岡走友会9 岩手県盛岡市

5813 本田　幸子 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾁｺ  0:37:0110 岩手県盛岡市

5818 齋藤　久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ  0:37:3611 宮城県仙台市

5810 佐々木　縫子 ｻｻｷ ﾇｲｺ  0:37:4712 秋田県大仙市

5807 長岡　薫 ﾅｶﾞｵｶ ｶｵﾙ  0:40:25釜石はせっぺす13 岩手県釜石市
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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
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 ３ｋｍ　中学生男子 0:09:04大会記録：

市区町村県名

3150 佐々木　蒼 ｻｻｷ ｱｵｲ  0:10:04遠野中学校1 岩手県遠野市

3144 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ  0:10:12遠野中学校2 岩手県遠野市

3151 工藤　寛之 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ  0:10:16遠野中学校3 岩手県遠野市

3147 小綿　竜矢 ｺﾜﾀ ﾀﾂﾔ  0:10:18厨川中学校4 岩手県盛岡市

3080 田村　生芽 ﾀﾑﾗ ｾｲｶﾞ  0:10:31西根中学校5 岩手県八幡平市

3073 山下　颯馬 ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾏ  0:10:33西根中学校6 岩手県八幡平市

3072 川村　愛斗 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾅﾄ  0:10:36西根中学校7 岩手県八幡平市

3040 佐藤　隼 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ  0:10:44西根第一中学校8 岩手県八幡平市

3078 田村　遥 ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ  0:10:49西根中学校9 岩手県八幡平市

3016 立花　心 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｺﾛ  0:10:57西根第一中学校10 岩手県八幡平市

3003 成田　健太 ﾅﾘﾀ ｹﾝﾀ  0:11:00安代中学校11 岩手県八幡平市

3071 五十嵐　玲司 ｲｶﾞﾗｼ ﾚｲｼﾞ  0:11:06西根中学校12 岩手県八幡平市

3076 高橋　萌 ﾀｶﾊｼ ｷｻﾞｼ  0:11:07西根中学校13 岩手県八幡平市

3074 工藤　凜弓 ｸﾄﾞｳ ﾘｸ  0:11:08西根中学校14 岩手県八幡平市

3134 田村　悠亜 ﾀﾑﾗ ﾕｳｱ  0:11:09西根中学校15 岩手県八幡平市

3077 角掛　恵斗 ﾂﾉｶｹ ｱﾔﾄ  0:11:13西根中学校16 岩手県八幡平市

3013 髙橋　太陽 ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ  0:11:16西根第一中学校17 岩手県八幡平市

3037 佐々木　奏汰 ｻｻｷ ｶﾅﾀ  0:11:19西根第一中学校18 岩手県八幡平市

3032 本堂　諒及 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ  0:11:19西根第一中学校19 岩手県八幡平市

3020 中村　祐大 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ  0:11:21西根第一中学校20 岩手県八幡平市

3075 佐藤　友輝 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ  0:11:22西根中学校21 岩手県八幡平市

3133 髙橋　諒太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ  0:11:27西根中学校22 岩手県八幡平市

3131 瀬川　彩斗 ｾｶﾞﾜ ｱﾔﾄ  0:11:28西根中学校23 岩手県八幡平市

3108 松村　祟太郎 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ  0:11:31西根中学校24 岩手県八幡平市

3142 上山　倖大 ｳｴﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ  0:11:35奥中山中学校25 岩手県二戸郡一戸町

3070 遠藤　颯都 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ  0:11:37西根中学校26 岩手県八幡平市

3095 伊藤　悠大 ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ  0:11:38西根中学校27 岩手県八幡平市

3005 五十地　春希 ｺﾞｼﾞｭｳﾁ ﾊﾙｷ  0:11:3928 岩手県紫波郡矢巾町

3146 武田　航史 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｼ  0:11:47奥中山中29 岩手県二戸郡一戸町

3128 伊藤　流空 ｲﾄｳ ﾘｸ  0:11:48西根中学校30 岩手県八幡平市

3103 渡辺　蓮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ  0:11:52西根中学校31 岩手県八幡平市

3105 髙橋　杏輔 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ  0:11:55西根中学校32 岩手県八幡平市

3088 丹内　凌 ﾀﾝﾅｲ ﾘｮｳ  0:12:00西根中学校33 岩手県八幡平市

3008 櫛引　清眞 ｸｼﾋﾞｷ ｾｲﾏ  0:12:00西根第一中学校34 岩手県八幡平市

3101 田村　皓貴 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ  0:12:01西根中学校35 岩手県八幡平市

3002 繋　寛人 ﾂﾅｷﾞ ﾋﾛﾄ  0:12:02福岡中学校36 岩手県二戸市

3083 工藤　壮太 ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ  0:12:06西根中学校37 岩手県八幡平市

3130 三田村　純典 ﾐﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ  0:12:11西根中学校38 岩手県八幡平市

3068 工藤　蒼汰 ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ  0:12:14西根中学校39 岩手県八幡平市

3091 田村　祐也 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ  0:12:14西根中学校40 岩手県八幡平市

3087 田口　涼 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ  0:12:15西根中学校41 岩手県八幡平市

3132 渡邊　龍哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾔ  0:12:19西根中学校42 岩手県八幡平市

3051 齋藤　光星 ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ  0:12:22西根第一中学校43 岩手県八幡平市

3102 山本　大樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ  0:12:24西根中学校44 岩手県八幡平市

3039 佐々木　竜太 ｻｻｷ ﾘｭｳﾀ  0:12:40西根第一中学校45 岩手県八幡平市

3001 内藤　高志 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ  0:12:44厨川中学校46 岩手県盛岡市

3089 加藤　真広 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  0:12:44西根中学校47 岩手県八幡平市

3004 立花　優人 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾄ  0:12:4748 岩手県八幡平市

3081 對馬　暉一郎 ﾂｼﾏ ｷｲﾁﾛｳ  0:12:50西根中学校49 岩手県八幡平市

3141 大内　達也 ｵｵｳﾁ ﾀﾂﾔ  0:12:51宮古一中50 岩手県宮古市

Print : 2016/07/03 11:32:43 1 / 3 ページ Official Timer & Result By ISTS
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第２５回 岩手山焼走りマラソン全国大会
2016年7月3日

 ３ｋｍ　中学生男子 0:09:04大会記録：

市区町村県名

3059 日野沢　譲 ﾋﾉｻﾜ ﾕｽﾞﾙ  0:12:52西根第一中学校51 岩手県八幡平市

3026 遠藤　巧夢 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ  0:12:52西根第一中学校52 岩手県八幡平市

3069 青木　琳 ｱｵｷ ﾘﾝ  0:12:52西根中学校53 岩手県八幡平市

3106 竹田　晴信 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾉﾌﾞ  0:12:56西根中学校54 岩手県八幡平市

3145 八木　蓮 ﾔｷﾞ ﾚﾝ  0:12:56奥中山中55 岩手県二戸郡一戸町

3104 佐藤　雄紀 ｻﾄｳ ﾕｳｷ  0:12:58西根中学校56 岩手県八幡平市

3025 遠藤　聖大 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾀ  0:13:02西根第一中学校57 岩手県八幡平市

3019 田村　陸 ﾀﾑﾗ ﾘｸ  0:13:03西根第一中学校58 岩手県八幡平市

3094 髙橋　宙 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ  0:13:10西根中学校59 岩手県八幡平市

3027 遠藤　蓮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ  0:13:11西根第一中学校60 岩手県八幡平市

3067 髙橋　諒太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ  0:13:17西根中学校61 岩手県八幡平市

3058 津志田　匠太郎 ﾂｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:13:18西根第一中学校62 岩手県八幡平市

3100 菊地　啓太郎 ｷｸﾁ ｹｲﾀﾛｳ  0:13:20西根中学校63 岩手県八幡平市

3031 津志田　龍希 ﾂｼﾀﾞ ﾘｭｳｷ  0:13:21西根第一中学校64 岩手県八幡平市

3061 阿部　龍之介 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:13:22西根中学校65 岩手県八幡平市

3062 工藤　奏太 ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ  0:13:25西根中学校66 岩手県八幡平市

3036 小野　海碧 ｵﾉ ﾉｱ  0:13:30西根第一中学校67 岩手県八幡平市

3022 深野　碧人 ﾌｶﾉ ｱｵﾄ  0:13:31西根第一中学校68 岩手県八幡平市

3029 齋藤　玖斗 ｻｲﾄｳ ｷｭｳﾄ  0:13:31西根第一中学校69 岩手県八幡平市

3085 井上　和哉 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ  0:13:33西根中学校70 岩手県八幡平市

3093 澤口　翔 ｻﾜｸﾞﾁ ｶｹﾙ  0:13:35西根中学校71 岩手県八幡平市

3115 工藤　魁琉 ｸﾄﾞｳ ｶｲﾄ  0:13:41西根中学校72 岩手県八幡平市

3041 田村　拓也 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ  0:13:43西根第一中学校73 岩手県八幡平市

3038 佐々木　洸嵩 ｻｻｷ ﾋﾛﾀｶ  0:13:46西根第一中学校74 岩手県八幡平市

3143 浅沼　希夢 ｱｻﾇﾏ ﾉｿﾞﾑ  0:13:46江刺東中学校75 岩手県奥州市

3050 小野寺　慶太 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲﾀ  0:13:48西根第一中学校76 岩手県八幡平市

3028 勝又　彰丈 ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾋﾛ  0:13:49西根第一中学校77 岩手県八幡平市

3024 遠藤　徳樹 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ  0:13:53西根第一中学校78 岩手県八幡平市

3045 上野　凜都 ｳﾜﾉ　ﾘﾄ  0:13:55西根第一中学校79 岩手県八幡平市

3011 佐々木　俊介 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ  0:13:57西根第一中学校80 岩手県八幡平市

3014 髙橋　侑暉 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ  0:13:59西根第一中学校81 岩手県八幡平市

3057 田村　廉 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ  0:14:02西根第一中学校82 岩手県八幡平市

3064 伊藤　貴広 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  0:14:04西根中学校83 岩手県八幡平市

3099 伊藤　岳 ｲﾄｳ ｶﾞｸ  0:14:08西根中学校84 岩手県八幡平市

3097 樋口　和士 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ  0:14:08西根中学校85 岩手県八幡平市

3046 遠藤　汰一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ  0:14:10西根第一中学校86 岩手県八幡平市

3098 阿部　虎大 ｱﾍﾞ ｺﾀ  0:14:22西根中学校87 岩手県八幡平市

3084 角舘　光希 ｶｸﾀﾞﾃ ｺｳｷ  0:14:23西根中学校88 岩手県八幡平市

3052 髙橋　葵 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ  0:14:24西根第一中学校89 岩手県八幡平市

3007 上野　聖羽 ｳﾜﾉ ｾｳ  0:14:25西根第一中学校90 岩手県八幡平市

3109 田村　怜也 ﾀﾑﾗ ﾚｲﾔ  0:14:29西根中学校91 岩手県八幡平市

3035 遠藤　怜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ  0:14:32西根第一中学校92 岩手県八幡平市

3010 小林　望 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾑ  0:14:40西根第一中学校93 岩手県八幡平市

3017 田村　和也 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ  0:14:42西根第一中学校94 岩手県八幡平市

3021 畠山　暉大 ﾊﾀｹﾔﾏ ｷﾋﾛ  0:14:43西根第一中学校95 岩手県八幡平市

3063 藤原　羅冴 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾗｲ  0:14:45西根中学校96 岩手県八幡平市

3112 田村　秋也 ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ  0:14:59西根中学校97 岩手県八幡平市

3066 武藤　快成 ﾑﾄｳ ｶｲｾｲ  0:15:04西根中学校98 岩手県八幡平市

3114 遠藤　輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ  0:15:06西根中学校99 岩手県八幡平市

3053 髙橋　皓太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ  0:15:09西根第一中学校100 岩手県八幡平市
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 ３ｋｍ　中学生男子 0:09:04大会記録：

市区町村県名

3048 遠藤　悠波 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ  0:15:22西根第一中学校101 岩手県八幡平市

3110 髙橋　凜太郎 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ  0:15:25西根中学校102 岩手県八幡平市

3012 佐藤　颯馬 ｻﾄｳ ﾌｳﾏ  0:15:31西根第一中学校103 岩手県八幡平市

3047 遠藤　豊明 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｱｷ  0:15:36西根第一中学校104 岩手県八幡平市

3111 四戸　紀利斗 ｼﾉﾍ ｷﾘﾄ  0:15:41西根中学校105 岩手県八幡平市

3118 澤口　直希 ｻﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ  0:15:58西根中学校106 岩手県八幡平市

3096 千葉　青 ﾁﾊﾞ ｱｵ  0:16:26西根中学校107 岩手県八幡平市

3121 髙橋　海翔 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ  0:16:38西根中学校108 岩手県八幡平市

3033 吉田　望 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ  0:16:42西根第一中学校109 岩手県八幡平市

3129 小野寺　拓仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾄ  0:16:47西根中学校110 岩手県八幡平市

3043 森　大虎 ﾓﾘ ﾀｲｶﾞ  0:16:47西根第一中学校111 岩手県八幡平市

3049 遠藤　伶夢 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾑ  0:17:08西根第一中学校112 岩手県八幡平市

3056 田村　響 ﾀﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ  0:17:14西根第一中学校113 岩手県八幡平市

3060 松浦　正弥 ﾏﾂｳﾗ ｾｲﾔ  0:17:15西根第一中学校114 岩手県八幡平市

3042 田村　諄 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ  0:17:41西根第一中学校115 岩手県八幡平市

3054 田村　奏太 ﾀﾑﾗ ｿｳﾀ  0:17:46西根第一中学校116 岩手県八幡平市

3117 工藤　篤志 ｸﾄﾞｳ ｱﾂｼ  0:17:48西根中学校117 岩手県八幡平市

3120 岩崎　圭汰 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ  0:17:52西根中学校118 岩手県八幡平市

3018 田村　勇希 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ  0:18:14西根第一中学校119 岩手県八幡平市

3034 遠藤　優介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ  0:18:15西根第一中学校120 岩手県八幡平市

3122 吉田　大朗 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾛｳ  0:18:32西根中学校121 岩手県八幡平市

3119 藤原　幸生 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｾｲ  0:19:01西根中学校122 岩手県八幡平市

3113 土屋　雄太郎 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀﾛｳ  0:19:32西根中学校123 岩手県八幡平市

3055 田村　竜也 ﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ  0:20:51西根第一中学校124 岩手県八幡平市

3116 工藤　凜 ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ  0:21:01西根中学校125 岩手県八幡平市
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3386 小田　綺花 ｵﾀﾞ ｱﾔｶ  0:11:161 岩手県岩手郡雫石町

3304 米澤　希 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ  0:11:392 岩手県盛岡市

3376 小武方　愛星 ｺﾌﾞｶﾀ ﾏﾅｾ  0:11:40西根中学校3 岩手県八幡平市

3383 神久保　恋那 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ｺｺﾅ  0:11:43滝沢南中学校4 岩手県滝沢市

3377 田村　花のん ﾀﾑﾗ ｶﾉﾝ  0:12:04西根中学校5 岩手県八幡平市

3384 高橋　杏美 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾐ  0:12:10雫石中学校6 岩手県岩手郡雫石町

3301 山崎　愛結 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕ  0:12:22下橋中学校7 岩手県滝沢市

3374 丹内　雪海 ﾀﾝﾅｲ ﾕｷﾐ  0:12:31西根中学校8 岩手県八幡平市

3385 澤口　りる ｻﾜｸﾞﾁ ﾘﾙ  0:12:35石鳥谷中学校9 岩手県花巻市

3303 米澤　恵 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ  0:12:4010 岩手県盛岡市

3372 髙森　結愛 ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｱ  0:12:48西根中学校11 岩手県八幡平市

3343 中村　百花 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ  0:12:52西根第一中学校12 岩手県八幡平市

3375 岩松　琴美 ｲﾜﾏﾂ ｺﾄﾐ  0:13:04西根中学校13 岩手県八幡平市

3314 伊藤　夢希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ  0:13:06西根第一中学校14 岩手県八幡平市

3380 笹森　咲耶 ｻｻﾓﾘ ｻﾔ  0:13:14西根中学校15 岩手県八幡平市

3307 髙橋　野々花 ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ  0:13:26西根第一中学校16 岩手県八幡平市

3388 釜石　唯杏 ｶﾏｲｼ ﾕｱ  0:13:33奥中山中学校17 岩手県二戸郡一戸町

3365 伊藤　凜 ｲﾄｳ ﾘﾝ  0:13:57西根中学校18 岩手県八幡平市

3328 高橋　真優 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ  0:13:57西根第一中学校19 岩手県八幡平市

3378 和田　実沙紀 ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ  0:14:13西根中学校20 岩手県八幡平市

3381 髙橋　彩音 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾈ  0:14:28西根中学校21 岩手県八幡平市

3370 伊藤　亜紀 ｲﾄｳ ｱｷ  0:14:33西根中学校22 岩手県八幡平市

3317 小沢　海那 ｵｻﾞﾜ ｳﾐﾅ  0:14:35西根第一中学校23 岩手県八幡平市

3334 藤原　あきら ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ  0:14:46西根第一中学校24 岩手県八幡平市

3379 工藤　日菜子 ｸﾄﾞｳ ﾋﾅｺ  0:14:47西根中学校25 岩手県八幡平市

3349 上平　香凜 ｶﾐﾀｲﾗ ｶﾘﾝ  0:14:48西根中学校26 岩手県八幡平市

3348 渡辺　香桜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ  0:15:04西根中学校27 岩手県八幡平市

3369 村山　真菜 ﾑﾗﾔﾏ ﾏﾅ  0:15:09西根中学校28 岩手県八幡平市

3367 髙橋　海心 ﾀｶﾊｼ ｱｺ  0:15:11西根中学校29 岩手県八幡平市

3319 工藤　もも葉 ｸﾄﾞｳ ﾓﾓﾊ  0:15:11西根第一中学校30 岩手県八幡平市

3329 高橋　伶実 ﾀｶﾊｼ ﾚﾐ  0:15:20西根第一中学校31 岩手県八幡平市

3318 小野寺　奈緒子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵｺ  0:15:24西根第一中学校32 岩手県八幡平市

3346 渡辺　真侑 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ  0:15:28西根第一中学校33 岩手県八幡平市

3366 佐々木　彩音 ｻｻｷ ｱﾔﾈ  0:15:30西根中学校34 岩手県八幡平市

3306 金野　李璃 ｺﾝﾉ ﾘﾘ  0:15:30西根第一中学校35 岩手県八幡平市

3371 田村　未来 ﾀﾑﾗ ﾐﾗｲ  0:15:30西根中学校36 岩手県八幡平市

3357 津志田　咲季 ﾂｼﾀﾞ ｻｷ  0:15:32西根中学校37 岩手県八幡平市

3368 田村　こころ ﾀﾑﾗ ｺｺﾛ  0:15:48西根中学校38 岩手県八幡平市

3340 田村　夏愛 ﾀﾑﾗ ｶﾅﾐ  0:15:49西根第一中学校39 岩手県八幡平市

3351 角掛　悠夏 ﾂﾉｶｹ ﾕｳｶ  0:16:24西根中学校40 岩手県八幡平市

3390 鈴木　夏梨 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ  0:16:3041 岩手県奥州市

3332 津志田　侑葵 ﾂｼﾀﾞ ﾕｳｷ  0:16:32西根第一中学校42 岩手県八幡平市

3373 田村　萌乃佳 ﾀﾑﾗ ﾎﾉｶ  0:16:32西根中学校43 岩手県八幡平市

3331 田村　優佳 ﾀﾑﾗ ﾕｳｶ  0:16:33西根第一中学校44 岩手県八幡平市

3325 遠藤　のどか ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾄﾞｶ  0:16:33西根第一中学校45 岩手県八幡平市

3364 佐藤　弥千代 ｻﾄｳ ﾔﾁﾖ  0:16:34西根中学校46 岩手県八幡平市

3353 遠藤　温香 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾄﾞｶ  0:16:39西根中学校47 岩手県八幡平市

3327 髙橋　楓 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ  0:16:44西根第一中学校48 岩手県八幡平市

3315 遠藤　朱梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ  0:16:45西根第一中学校49 岩手県八幡平市

3363 髙橋　愛美 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ  0:16:49西根中学校50 岩手県八幡平市
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 ３ｋｍ　中学生女子 0:10:42大会記録：

市区町村県名

3339 佐々木　彩那 ｻｻｷ ｱﾔﾅ  0:17:01西根第一中学校51 岩手県八幡平市

3344 深野　未来音 ﾌｶﾉ ﾐｺﾄ  0:17:02西根第一中学校52 岩手県八幡平市

3321 西山　綾乃 ﾆｼﾔﾏ ｱﾔﾉ  0:17:22西根第一中学校53 岩手県八幡平市

3308 田村　優里 ﾀﾑﾗ ﾕﾘ  0:17:26西根第一中学校54 岩手県八幡平市

3309 津志田　南萌 ﾂｼﾀﾞ ﾐﾅﾓ  0:17:26西根第一中学校55 岩手県八幡平市

3333 行方　ののは ﾅﾒｶﾀ ﾉﾉﾊ  0:17:26西根第一中学校56 岩手県八幡平市

3347 遠藤　久瑠美 ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ  0:17:27西根中学校57 岩手県八幡平市

3355 伊藤　優里花 ｲﾄｳ ﾕﾘｶ  0:17:28西根中学校58 岩手県八幡平市

3354 菊池　七穂 ｷｸﾁ ﾅﾅﾎ  0:17:28西根中学校59 岩手県八幡平市

3324 岩崎　奏江 ｲﾜｻｷ ｶﾅｴ  0:17:44西根第一中学校60 岩手県八幡平市

3350 仙木　亜結美 ｾﾝﾎﾞｸ ｱﾕﾐ  0:17:46西根中学校61 岩手県八幡平市

3316 遠藤　琉希 ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｷ  0:17:47西根第一中学校62 岩手県八幡平市

3311 中村　紗彩 ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ  0:17:55西根第一中学校63 岩手県八幡平市

3382 小野　ゆき奈 ｵﾉ ﾕｷﾅ  0:17:5664 岩手県盛岡市

3389 吉田　明歩 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾎ  0:17:5665 岩手県盛岡市

3313 松浦　日向 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾅﾀ  0:18:05西根第一中学校66 岩手県八幡平市

3356 遠藤　麗奈 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ  0:18:08西根中学校67 岩手県八幡平市

3338 小野寺　未紗 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｻ  0:18:10西根第一中学校68 岩手県八幡平市

3342 津志田　飛生 ﾂｼﾀﾞ ﾋﾛ  0:18:27西根第一中学校69 岩手県八幡平市

3352 渡辺　真由 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ  0:18:36西根中学校70 岩手県八幡平市

3310 永井　愛実 ﾅｶﾞｲ ｱﾐ  0:18:56西根第一中学校71 岩手県八幡平市

3358 工藤　見莉 ｸﾄﾞｳ ﾐﾘ  0:19:05西根中学校72 岩手県八幡平市

3312 古橋　美桜里 ﾌﾙﾊｼ ﾐｵﾘ  0:19:50西根第一中学校73 岩手県八幡平市

3322 藤原　江李 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘ  0:19:51西根第一中学校74 岩手県八幡平市

3305 遠藤　歩 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ  0:20:02西根第一中学校75 岩手県八幡平市

3336 遠藤　穂咲 ｴﾝﾄﾞｳ ﾎｻｷ  0:20:39西根第一中学校76 岩手県八幡平市

3361 寺崎　綾花 ﾃﾗｻｷ ｱﾔｶ  0:20:56西根中学校77 岩手県八幡平市

3362 藤原　春香 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ  0:21:17西根中学校78 岩手県八幡平市

3360 上山　真穂 ｶﾐﾔﾏ ﾏﾎ  0:21:18西根中学校79 岩手県八幡平市

3337 岡外　はな ｵｶｻﾄ ﾊﾅ  0:21:55西根第一中学校80 岩手県八幡平市

3335 山口　ひかり ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ  0:24:38西根第一中学校81 岩手県八幡平市

3341 田村　桜桃 ﾀﾑﾗ ﾕｽﾗ  0:30:33西根第一中学校82 岩手県八幡平市
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 招待選手 大会記録：
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2 板橋　賢吾 ｲﾀﾊﾞｼ ｹﾝｺﾞ  0:31:18駒澤大学陸上競技部1 東京都世田谷区

7 河上　遼太郎 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ  0:31:56駒澤大学陸上競技部2 東京都世田谷区

3 三嶋　淳司 ﾐｼﾏ ｱﾂｼ  0:32:24駒澤大学陸上競技部3 東京都世田谷区
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