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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

1 119 大堰 徳 ｵｵｾﾞｷ ﾁｶﾗ 岩手県 西和賀町 盛岡南高校スキー部 0:43:59
2 102 久保 飛雅 ｸﾎﾞ ﾋｭｳｶﾞ 岩手県 一戸町 盛岡南高校スキー部 0:45:24
3 128 新里 岳士 ﾆｲｻﾄ ｶﾞｸｼ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 0:45:53
4 101 本城 昇 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 滝沢市 みちのく銀行 0:46:22
5 106 杉山 里空 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 岩手県 滝沢市 盛岡大学 0:46:56
6 125 吉田 悠二 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 0:47:25
7 109 永井 陽一 ﾅｶﾞｲ ﾖｳｲﾁ 岩手県 八幡平市 八幡平市スキー連盟 0:47:44
8 113 服部 勇佑 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｽｹ 岩手県 二戸市 久慈病院 0:48:21
9 129 村田 敬心 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾝ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 0:49:10
10 112 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 岩手県 奥州市 南部鉄工建設ＲＣ 0:50:12
11 114 髙橋 心太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 0:50:40
12 130 早野 洋平 ﾊﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 岩手県 花巻市 ＫＨＡＣ 0:51:06
13 104 佐藤 隼 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 岩手県 八幡平市 平舘高校 0:51:08
14 111 沼野 滉平 ﾇﾏﾉ ｺｳﾍｲ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 0:51:17
15 103 漆戸 優一 ｳﾙｼﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 0:51:21
16 116 遠藤 延寿 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｻ 岩手県 盛岡市 功和産業 0:51:32
17 121 菅野 光輝 ｶﾝﾉ ｺｳｷ 岩手県 西和賀町 盛岡農業高校 0:52:16
18 107 澤藤 拓野 ｻﾜﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 岩手県 盛岡市 0:54:42
19 120 田村 祐也 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ 岩手県 八幡平市 平舘高校 0:54:51
20 126 北田 裕世 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩手県 雫石町 盛岡農業高校 0:57:46
21 127 松本 功也 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾔ 岩手県 二戸市 一戸病院 0:59:20
22 131 花坂 勝 ﾊﾅｻｶ ﾏｻﾙ 岩手県 盛岡市 七時雨ＴＲＣ 1:00:59
23 122 畠山 善郁 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 岩手県 盛岡市 1:01:26
24 115 有末 篤弘 ｱﾘｽｴ ｱﾂﾋﾛ 岩手県 盛岡市 盛岡日赤 1:05:25
25 105 奥寺 貴大 ｵｸﾃﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 遠野市 1:18:23
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第14回フィールドXレース

一般男子10kmLFX（40歳以上）
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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

1 141 矢内 正一 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ 岩手県 滝沢市 0:46:46
2 147 小野寺 栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ 岩手県 奥州市 安倍さん 0:51:00
3 145 佐藤 竜介 ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 岩手県 岩手町 みなみよ～とん 0:51:11
4 156 ＬＯＷＲＥＳ ＴＨＯＭＡＳ ﾗｳﾚｽ ﾄ-ﾏｽ 岩手県 紫波町 ＰＫＣ 0:53:06
5 160 吉原 英樹 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 北上市 0:53:51
6 176 中塚 英慈 ﾅｶﾂｶ ｴｲｼﾞ 岩手県 盛岡市 0:55:58
7 167 西野 真一 ﾆｼﾉ ｼﾝｲﾁ 岩手県 滝沢市 0:57:43
8 142 兀下 敏幸 ﾊｹﾞｼﾀ ﾄｼﾕｷ 岩手県 盛岡市 牛久走友会盛岡 0:58:11
9 157 笹山 明 ｻｻﾔﾏ ｱｷﾗ 岩手県 花巻市 笹間クラブ 0:58:29
10 149 瀧塚 智宏 ﾀｷﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 奥州市 0:59:15
11 174 千葉 寿人 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋﾄ 岩手県 滝沢市 0:59:49
12 150 吉田 義光 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ 岩手県 盛岡市 タッタユアーズ 1:00:44
13 172 下山 英男 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 岩手県 花巻市 1:00:47
14 152 鎌田 敦 ｶﾏﾀ ｱﾂｼ 岩手県 北上市 1:01:01
15 144 多田 雅美 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾐ 岩手県 盛岡市 1:01:42
16 155 伊藤 岳 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 オリンピア企画 1:01:46
17 146 山下 浩樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 1:03:09
18 161 村井 寛之 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 1:03:24
19 162 伊東 正徳 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 一関市 1:05:17
20 171 佐藤 茂利 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾄｼ 岩手県 奥州市 1:06:16
21 170 髙橋 和重 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼｹﾞ 岩手県 紫波町 1:07:13
22 168 村上 勝範 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 滝沢市 1:07:23
23 153 坂本 晋 ｻｶﾓﾄ ｽｽﾑ 岩手県 大船渡市 大船渡市ヨット協会 1:08:43
24 173 木元 武士 ｷﾓﾄ ﾀｹｼ 岩手県 盛岡市 1:09:03
25 148 柴田 晶広 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 岩手県 宮古市 1:09:49
26 151 熊谷 浩二 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 1:10:22
27 159 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 1:12:02
28 143 玉手 義久 ﾀﾏﾃ ﾖｼﾋｻ 岩手県 奥州市 岩手県立胆沢病院 1:14:51
29 154 佐藤 実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 岩手県 北上市 1:16:29
30 164 丸山 進一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 岩手県 奥州市 1:19:45
31 163 根田 孝広 ﾈﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 盛岡市 ＡＤＭＡＸ 1:27:16
32 169 渡邉 不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 岩手県 八幡平市 1:31:41
33 165 高橋 道行 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾕｷ 岩手県 北上市 2:01:32
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1 187 矢内 千尋 ﾔﾅｲ ﾁﾋﾛ 岩手県 滝沢市 盛岡北高校 0:18:29
2 186 関根 芳樹 ｾｷﾈ ﾖｼｷ 岩手県 八幡平市 0:18:37
3 191 関口 綾 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 岩手県 九戸村 阿部繁孝商店 0:18:44
4 192 合川 知貴 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾀｶ 岩手県 一関市 ＲＩＺＡＰ一関 0:21:05
5 193 折笠 周郎 ｵﾘｶｻ ｼｭｳﾛｳ 岩手県 北上市 0:24:33
6 184 阿部 直也 ｱﾍﾞ ﾅｵﾔ 岩手県 滝沢市 0:24:42
7 190 菊地 浩平 ｷｸﾁ ｺｳﾍｲ 岩手県 滝沢市 0:26:05
8 181 立花 和幸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 八幡平市 0:26:32
9 188 中村 郁哉 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾔ 岩手県 滝沢市 盛岡大学 0:28:13
10 183 菅原 淳 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 岩手県 盛岡市 ＢＭＳＴ特設陸上部 0:32:11
11 194 髙橋 広樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 岩手県 奥州市 奥州Ｘ 0:37:26
12 189 木村 文彦 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ 岩手県 盛岡市 0:43:41
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1 215 小野寺 理 ｵﾉﾃﾞﾗ ｵｻﾑ 岩手県 盛岡市 岩手県庁走友会 0:18:30
2 201 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 0:19:24
3 227 田子 未知瑠 ﾀｺ ﾐﾁﾙ 岩手県 滝沢市 サンリス会 0:20:39
4 219 菊池 知之 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:21:25
5 209 女ヶ澤 貴博 ﾒｶﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 岩手町 0:22:51
6 216 中村 卓司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 0:23:16
7 205 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 チーム小野 0:23:32
8 218 佐藤 貴 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 0:24:46
9 202 佐々木 辰也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 岩手県 宮古市 0:24:50
10 225 畑山 政広 ﾊﾀﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 盛岡市 0:24:57
11 207 佐々木 貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ 岩手県 八幡平市 0:25:25
12 214 小野 昌彦 ｵﾉ ﾏｻﾋｺ 岩手県 奥州市 0:25:31
13 226 横谷 哲禎 ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ 岩手県 盛岡市 0:25:49
14 210 佐藤 建治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 岩手県 盛岡市 0:26:03
15 211 小成 良二 ｺﾅﾘ ﾘｮｳｼﾞ 岩手県 宮古市 風を抜け倶楽部 0:26:16
16 204 佐々木 亮 ｻｻｷ ﾘｮｳ 岩手県 奥州市 奥州Ｘ 0:26:41
17 230 髙橋 直 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 岩手県 八幡平市 0:28:32
18 212 田村 敏彦 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 岩手県 陸前高田市 スマイルラン陸前高田 0:30:01
19 213 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 岩手県 矢巾町 ＩＷＡＴＥゆるＲＵＮ 0:30:28
20 203 大谷地 一夫 ｵｵﾔﾁ ｶｽﾞｵ 岩手県 雫石町 くどモク走友会 0:30:53
21 221 髙橋 宏和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 岩手県 花巻市 千大倶花 0:31:34
22 229 藤田 健一郎 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 旭ネオン陸上部 0:32:30
23 220 和合 誉 ﾜｺﾞｳ ﾎﾏﾚ 岩手県 盛岡市 山小オヤジの会 0:33:19
24 223 小向 勝信 ｺﾑｶｲ ｶﾂﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 メディケアプラザ中央 0:33:44
25 224 野崎 仁利 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 0:33:59
26 208 藤原 聡史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 インターアルペン雫石 0:34:12
27 217 福田 正 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 盛岡市 0:34:12
28 231 菊池 晃一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ 岩手県 花巻市 0:34:17
29 222 正部家 信一 ｼｮｳﾌﾞｹ ｼﾝｲﾁ 岩手県 花巻市 0:40:15
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1 247 中野 颯人 ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 岩手県 北上市 北上中学校 0:18:31
2 241 今野 太郎 ｺﾝﾉ ﾀﾛｳ 岩手県 雫石町 雫石中学校 0:18:36
3 250 佐藤 瞭磨 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 岩手県 一関市 千厩中学校 0:19:49
4 263 伊藤 飛我 ｲﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ 岩手県 八幡平市 西根中学校 0:19:55
5 251 和井内 飛沫 ﾜｲﾅｲ ｼﾌﾞｷ 岩手県 八幡平市 安代中学校スキー部 0:20:04
6 261 菅原 優成 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 岩手県 盛岡市 河南中学校 0:20:10
7 258 小田島 慶汰 ｵﾀﾞｼﾏ ｹｲﾀ 岩手県 北上市 0:20:23
8 257 鈴木 緑葉 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾊ 岩手県 雫石町 雫石中学校 0:20:32
9 269 伊藤 煌牙 ｲﾄｳ ｺｳｶﾞ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:20:45
10 274 古舘 諒誠 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ 岩手県 雫石町 雫石中学校 0:20:49
11 262 菊地 敏史 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 黒石野中学校 0:21:02
12 273 小野寺 悠 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 岩手県 一戸町 一戸中学校 0:21:07
13 242 久保 怜大 ｸﾎﾞ ﾚｵ 岩手県 一戸町 奥中山中学校スキー部 0:21:33
14 271 渡辺 悠飛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾋ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:21:38
15 246 葛巻 福春 ｸｽﾞﾏｷ ﾌｸﾊﾙ 岩手県 北上市 上野中学校 0:21:50
16 266 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 0:21:54
17 260 髙橋 朋也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:22:03
18 248 藤田 駿仁 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 岩手県 盛岡市 土淵中学校 0:22:37
19 272 山谷 琉斗 ﾔﾏﾔ ﾘｭｳﾄ 岩手県 九戸村 九戸中学校 0:22:59
20 249 中川 梨央 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵ 岩手県 雫石町 雫石中学校 0:23:24
21 265 工藤 琉翔 ｸﾄﾞｳ ﾙｶ 岩手県 八幡平市 安代中学校スキー部 0:23:27
22 270 久保 瑛大 ｸﾎﾞ ｴｲﾀ 岩手県 一戸町 奥中山中学校スキー部 0:23:33
23 245 藤田 遥翔 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:24:07
24 267 篠村 輝太 ｼﾉﾑﾗ ｺｳﾀ 岩手県 雫石町 0:24:25
25 259 関 基博 ｾｷ ﾓﾄﾋﾛ 岩手県 八幡平市 安代中学校 0:24:28
26 268 伊藤 稜牙 ｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:24:54
27 275 福島 遥輝 ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｷ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:25:05
28 243 伊藤 輝 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:25:13
29 255 山下 希風 ﾔﾏｼﾀ ｷﾌｳ 岩手県 九戸村 九戸中学校 0:26:39
30 254 畠山 結樹 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ 岩手県 八幡平市 安代中学校 0:27:19
31 252 川又 守生 ｶﾜﾏﾀ ｼｭｳ 岩手県 八幡平市 安代中学校 0:29:05
32 244 菊地 寛人 ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ 岩手県 盛岡市 黒石野中学校 0:33:31
33 256 菅原 煌汰 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:35:59
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第14回フィールドXレース

中学生女子4kmLFX
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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

1 284 西舘 朱里 ﾆｼﾀﾞﾃ ｱｶﾘ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:21:17
2 282 上田 和佳 ｳｴﾀﾞ ﾜｶ 岩手県 盛岡市 0:21:46
3 289 中塚 美聡 ﾅｶﾂｶ ﾐｻﾄ 岩手県 盛岡市 サンビレＲＣ 0:22:32
4 283 瀬川 和叶 ｾｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 岩手県 滝沢市 滝沢南中学校 0:22:35
5 287 西尾 知姫 ﾆｼｵ ﾁｻｷ 岩手県 滝沢市 滝沢南中学校 0:23:41
6 286 大堰 喜代 ｵｵｾﾞｷ ﾊﾙﾖ 岩手県 西和賀町 沢内中学校 0:23:55
7 290 小山田 凛花 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 岩手県 八幡平市 安代中学校スキー部 0:25:32
8 281 畑山 蒼依 ﾊﾀﾔﾏ ｱｵｲ 岩手県 盛岡市 乙部中学校 0:25:35
9 292 山下 愛望 ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ 岩手県 九戸村 九戸中学校 0:27:07
10 291 関 香里奈 ｾｷ ｶﾘﾅ 岩手県 八幡平市 安代中学校スキー部 0:29:57
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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

1 302 山本 千鶴 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 岩手県 八幡平市 盛岡農業高校 0:22:54
2 310 八重樫 雛乃 ﾔｴｶﾞｼ ﾋﾅﾉ 岩手県 花巻市 盛岡南高校スキー部 0:23:48
3 304 中嶋 愛優 ﾅｶｼﾏ ｱﾕ 岩手県 一戸町 盛岡南高校スキー部 0:24:14
4 307 戸埜村 比菜 ﾄﾉﾑﾗ ﾋﾅ 岩手県 盛岡市 しらゆりレディース 0:24:24
5 303 フォン ジェイダ ﾌｫﾝ ｼﾞｪｲﾀﾞ 岩手県 盛岡市 0:28:52
6 308 早野 聖子 ﾊﾔﾉ ｾｲｺ 岩手県 花巻市 ＫＨＡＣ 0:29:02
7 305 佐藤 里穂 ｻﾄｳ ﾘﾎ 岩手県 盛岡市 0:32:19
8 309 菊地 福美 ｷｸﾁ ﾌｸﾐ 岩手県 滝沢市 0:36:35
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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

1 332 伊藤 白百合 ｲﾄｳ ｻﾕﾘ 岩手県 北上市 0:23:00
2 333 大志田 紀子 ｵｵｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 岩手県 盛岡市 システムエイド 0:24:49
3 325 鈴木 まゆ子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 岩手県 奥州市 虎の穴 0:27:45
4 330 福田 弘子 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｺ 岩手県 盛岡市 0:28:00
5 324 阿部 文子 ｱﾍﾞ ﾌﾐｺ 岩手県 花巻市 0:28:14
6 322 工藤 薫 ｸﾄﾞｳ ｶｵﾙ 岩手県 盛岡市 0:28:39
7 327 西野 夕希子 ﾆｼﾉ ﾕｷｺ 岩手県 滝沢市 0:28:56
8 323 佐藤 理恵 ｻﾄｳ ﾘｴ 岩手県 盛岡市 0:31:31
9 328 安部 陽子 ｱﾍﾞ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 0:32:58
10 331 澤村 和美 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 岩手県 遠野市 澤村家陸上部 0:33:09
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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

1 342 曽我部 綾奈 ｿｶﾞﾍﾞ ｱﾔﾅ 岩手県 盛岡市 盛岡北高等学校 0:11:39
2 345 堀子 美里 ﾎﾘｺ ﾐｻﾄ 岩手県 花巻市 0:12:13
3 344 阿部 美由紀 ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ 岩手県 北上市 0:12:59
4 341 佐藤 美咲 ｻﾄｳ ﾐｻｷ 岩手県 一関市 千厩高校 0:13:18
5 343 田子 夏希 ﾀｺ ﾅﾂｷ 岩手県 滝沢市 サンリス会 0:13:18
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第14回フィールドXレース

一般女子2kmLFX（40歳以上）
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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

1 351 宮川 玲子 ﾐﾔｶﾜ ﾚｲｺ 岩手県 花巻市 0:13:19
2 353 佐藤 郁美 ｻﾄｳ ｲｸﾐ 岩手県 一関市 0:13:43
3 352 小向 裕美 ｺﾑｶｲ ﾋﾛﾐ 岩手県 盛岡市 0:14:46
4 354 勝股 真由美 ｶﾂﾏﾀ ﾏﾕﾐ 岩手県 一関市 ＬＵＡＮＡ ＲＣ 0:15:55
5 356 庄司 雅子 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻｺ 岩手県 盛岡市 0:16:40
6 355 山崎 尚美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 岩手県 盛岡市 0:19:45
7 357 佐藤 恵美 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 紫波町 0:20:05
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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

1 374 五十嵐 陽希 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 岩手県 二戸市 金田一小学校 0:09:54
2 368 阿部 倖大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀ 岩手県 花巻市 0:10:06
3 402 山崎 瑞岬 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻｷ 岩手県 滝沢市 青山小学校 0:10:45
4 370 畑山 拓斗 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾄ 岩手県 盛岡市 都南東小学校 0:10:46
5 369 古舘 航太朗 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｺｳﾀﾛｳ 岩手県 雫石町 大村スポ少 0:10:56
6 367 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 0:10:58
7 364 佐々木 悠人 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 岩手県 花巻市 0:11:10
8 394 和井内 海聖 ﾜｲﾅｲ ｶｻﾞﾄ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:11:12
9 396 小野寺 凰 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳ 岩手県 一戸町 一戸小学校 0:11:15
10 361 宮守 賀輝 ﾐﾔﾓﾘ ﾖｼｷ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:11:45
11 386 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 0:11:48
12 391 早野 篤人 ﾊﾔﾉ ｱﾂﾄ 岩手県 花巻市 ＫＨＡＣ（石鳥谷小） 0:11:54
13 397 古舘 拓 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｸ 岩手県 雫石町 大村スポ少 0:11:57
14 371 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 0:12:00
15 390 折笠 凛太郎 ｵﾘｶｻ ﾘﾝﾀﾛｳ 岩手県 北上市 口内小学校 0:12:02
16 382 中村 颯冴 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｺﾞ 岩手県 盛岡市 北厨川小学校 0:12:13
17 378 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 0:12:20
18 373 野崎 音陽 ﾉｻﾞｷ ﾈｵ 岩手県 宮古市 千徳小学校 0:12:22
19 372 工藤 颯真 ｸﾄﾞｳ ｿｳﾏ 岩手県 八幡平市 松野小学校 0:12:30
20 365 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 0:12:31
21 385 遠藤 将斗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 岩手県 滝沢市 0:12:32
22 383 千葉 雄翔 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼｮｳ 岩手県 盛岡市 0:12:33
23 377 曽我部 誠 ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 高松小学校 0:12:37
24 401 田口 柊茉 ﾀｸﾞﾁ ｼｭｳﾏ 岩手県 二戸市 浄法寺小学校 0:12:37
25 403 町場 大空 ﾏﾁﾊﾞ ｿﾗ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:12:40
26 380 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 0:13:03
27 393 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 0:13:05
28 388 石川 朋 ｲｼｶﾜ ﾄﾓ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:13:06
29 362 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 0:13:18
30 366 田沼 豪太 ﾀﾇﾏ ｺﾞｳﾀ 岩手県 盛岡市 0:13:24
31 379 武藤 優 ﾑﾄｳ ﾕｳ 岩手県 盛岡市 インターアルペン 0:14:02
32 375 松田 知也 ﾏﾂﾀ ﾄﾓﾔ 岩手県 盛岡市 インターアルペン 0:14:33
33 363 藤原 暁高 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾀｶ 岩手県 盛岡市 インターアルペン雫石 0:14:36
34 395 千葉 琥太郎 ﾁﾊﾞ ｺﾀﾛｳ 岩手県 滝沢市 0:15:01
35 399 和山 琥太郎 ﾜﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:15:07
36 398 高橋 柚輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:16:25
37 384 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 0:18:24
38 376 山本 颯良 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:19:12
39 387 斎藤 煌生 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 岩手県 八幡平市 0:20:36
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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

1 441 西舘 陽里 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾋｶﾘ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:10:53
2 425 平野 菜々子 ﾋﾗﾉ ﾅﾅｺ 岩手県 盛岡市 サンビレＲＣ 0:11:24
3 428 黒木 ひなの ｸﾛｷ ﾋﾅﾉ 岩手県 盛岡市 0:11:37
4 448 諏訪 想来 ｽﾜ ｿﾗ 岩手県 一戸町 一戸南小学校 0:11:39
5 434 松野 愛央 ﾏﾂﾉ ｱｵ 岩手県 滝沢市 0:12:10
6 411 有原 凜 ｱﾘﾊﾗ ﾘﾝ 岩手県 滝沢市 滝沢中央小学校 0:12:11
7 442 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 0:12:15
8 419 早野 夏渚 ﾊﾔﾉ ﾅｷﾞｻ 岩手県 花巻市 ＫＨＡＣ（石鳥谷小） 0:12:17
9 427 工藤 柚佳 ｸﾄﾞｳ ﾕｽﾞｶ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:12:29
10 435 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 0:12:39
11 433 上澤 柚稀 ｶﾐｻﾜ ﾕｽﾞｷ 岩手県 滝沢市 0:12:56
12 416 伊藤 楓華 ｲﾄｳ ﾌｳｶ 岩手県 八幡平市 0:13:11
13 438 村田 星空 ﾑﾗﾀ ｾｲﾗ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:13:29
14 446 澤久保 昊梛 ｻﾜｸﾎﾞ ｿﾅ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:13:37
15 415 遠藤 結衣 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:13:38
16 418 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 0:13:45
17 443 関 新菜 ｾｷ ﾆｲﾅ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:13:48
18 414 中村 朝希 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 岩手県 盛岡市 0:13:54
19 426 高橋 琉音萌 ﾀｶﾊｼ ﾙﾈﾓ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:13:57
20 430 野崎 由珠華 ﾉｻﾞｷ ﾕｽﾞﾊ 岩手県 盛岡市 0:14:17
21 417 井上 璃子 ｲﾉｳｴ ﾘｺ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:14:31
22 436 今野 百恵 ｺﾝﾉ ﾓﾓｴ 岩手県 雫石町 西山小学校 0:14:36
23 440 遠藤 舞 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:14:49
24 413 岩本 唯香 ｲﾜﾓﾄ ﾕｲｶ 岩手県 一関市 0:14:55
25 432 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 0:15:02
26 439 浅野 嘉莉来 ｱｻﾉ ｶﾘﾅ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:15:07
27 437 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 0:15:21
28 431 篠村 凛花 ｼﾉﾑﾗ ﾘｶ 岩手県 雫石町 0:15:28
29 423 山崎 郁佳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾐｶ 岩手県 盛岡市 0:16:20
30 412 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 0:16:46
31 445 髙橋 徠愛 ﾀｶﾊｼ ﾗﾗ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:17:25
32 424 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 0:17:39
33 447 菅原 結衣 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｲ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:18:22
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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

1 453 黒木 天晴 ｸﾛｷ ﾊﾚﾙ 岩手県 盛岡市 0:10:56
2 456 関口 浬 ｾｷｸﾞﾁ ｶｲﾘ 岩手県 九戸村 伊保内小学校 0:11:32
3 482 野尻 璃久 ﾉｼﾞﾘ ﾘｸ 岩手県 九戸村 0:12:34
4 479 小野寺 瑶 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｳ 岩手県 一戸町 一戸小学校 0:12:35
5 455 千葉 奏介 ﾁﾊﾞ ｿｳｽｹ 岩手県 盛岡市 盛岡イーストＦＣ 0:12:38
6 480 黒木 天喜 ｸﾛｷ ﾀﾉｼ 岩手県 盛岡市 0:12:41
7 465 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 0:12:45
8 452 髙橋 孝太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:12:49
9 458 長澤 蒼太 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾀ 岩手県 雫石町 西山小学校 0:12:51
10 481 寺澤 汐音 ﾃﾗｻﾜ ｼｵﾝ 岩手県 二戸市 サンビレＲＣ 0:12:59
11 454 姉帯 和志 ｱﾈﾀｲ ｶｽﾞｼ 岩手県 二戸市 浄法寺小学校 0:13:08
12 474 関 康陽 ｾｷ ﾔｽﾊﾙ 岩手県 八幡平市 安代小学校 0:13:13
13 472 村田 陽 ﾑﾗﾀ ﾊﾙ 岩手県 雫石町 大村スポ少 0:13:26
14 457 工藤 真樹 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ 岩手県 八幡平市 松野小学校 0:13:41
15 464 松村 光樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾂｷ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:14:03
16 462 石川 愁 ｲｼｶﾜ ｼｭｳ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:14:10
17 469 安保 皇河 ｱﾝﾎﾞ ｺｳｶﾞ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:14:21
18 470 勝股 琉羽 ｶﾂﾏﾀ ﾘｭｳ 岩手県 一関市 ＬＵＡＮＡ ＲＣ 0:14:27
19 467 齋藤 神威 ｻｲﾄｳ ｶﾑｲ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:14:32
20 460 山本 朱樹 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:14:41
21 473 松川 珀 ﾏﾂｶﾜ ﾊｸ 岩手県 北上市 南小学校 0:14:41
22 451 越戸 隼 ｺｼﾄﾞ ﾊﾔﾄ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:14:43
23 461 山本 莉玖 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:15:03
24 463 外岡 優輝椰 ｿﾄｵｶ ﾕｷﾔ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:15:18
25 459 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 0:15:22
26 475 村田 夢翔 ﾑﾗﾀ ﾕﾒﾄ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:15:49
27 476 越戸 佑 ｺｼﾄﾞ ﾀｽｸ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:16:48
28 478 長澤 大登 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ 岩手県 雫石町 西山小学校 0:16:54
29 483 松尾 俊希 ﾏﾂｵ ﾄｼｷ 岩手県 八幡平市 松野小学校 0:17:16
30 471 山崎 瑛太 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲﾀ 岩手県 盛岡市 0:18:58
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1 509 関根 心優 ｾｷﾈ ﾐﾕ 岩手県 八幡平市 0:12:27
2 502 加藤 咲来 ｶﾄｳ ｻﾗ 岩手県 花巻市 桜台小学校 0:12:29
3 500 藤田 結愛 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾅ 岩手県 八幡平市 松野小学校 0:13:55
4 498 小田 瑞稀 ｵﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 岩手県 盛岡市 0:14:08
5 511 五十嵐 杏奈 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾝﾅ 岩手県 二戸市 金田一小学校 0:14:17
6 514 澤久保 心春 ｻﾜｸﾎﾞ ｺﾊﾙ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:14:19
7 491 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 0:14:26
8 510 野崎 由実華 ﾉｻﾞｷ ﾕﾐｶ 岩手県 盛岡市 0:14:50
9 494 大堰 和叶 ｵｵｾｷ ﾉﾄﾞｶ 岩手県 盛岡市 向中野小学校 0:14:56
10 492 阿部 藍凛 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:15:05
11 501 伊藤 笑琉 ｲﾄｳ ｴﾐﾙ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:15:10
12 503 橋本 彩 ﾊｼﾓﾄ ｻﾔ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:15:31
13 493 井上 奈子 ｲﾉｳｴ ﾅｺ 岩手県 八幡平市 0:15:34
14 495 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 0:15:38
15 513 畠山 未彩 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾚﾅ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:16:00
16 499 伊藤 菜々子 ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 岩手県 八幡平市 0:16:04
17 508 髙橋 桜舞 ﾀｶﾊｼ ﾗﾑ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:16:24
18 507 菊池 風羽 ｷｸﾁ ﾌｳ 岩手県 盛岡市 0:16:49
19 497 佐々木 詩 ｻｻｷ ｳﾀ 岩手県 八幡平市 0:17:12
20 505 佐々木 華 ｻｻｷ ﾊﾅ 岩手県 八幡平市 0:17:14
21 496 齋藤 仁愛 ｻｲﾄｳ ﾆﾅ 岩手県 盛岡市 土淵小学校 0:17:28
22 512 高橋 柑奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:17:40
23 504 齋藤 未來 ｻｲﾄｳ ﾐｸ 岩手県 盛岡市 土淵小学校 0:17:56
24 506 菊池 美羽 ｷｸﾁ ﾐｳ 岩手県 盛岡市 0:18:06
25 515 菊地 碧海 ｷｸﾁ ｱｵﾐ 岩手県 盛岡市 中野小学校 0:19:22
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1 601 渡辺 良平 渡辺 帆天 岩手県 八幡平市 ＴＥＡＭ Ｋ介 0:10:51
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾀｶ

2 649 後藤 竜也 後藤 尚希 岩手県 花巻市 チームＮａｏｋｉ 0:10:56
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ

3 623 髙橋 進 髙橋 朋也 岩手県 八幡平市 0:12:13
ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ ﾀｶﾊｼ  ﾄﾓﾔ

4 633 後藤 隆哉 後藤 新 岩手県 奥州市 0:13:31
ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾔ ｺﾞﾄｳ ｱﾗﾀ

5 604 折笠 周郎 折笠 栄心 岩手県 北上市 口内小学校 0:13:40
ｵﾘｶｻ ｼｭｳﾛｳ ｵﾘｶｻ ｴｲｼﾝ

6 646 大志田 誠 大志田 芽依 岩手県 盛岡市 永井小学校 0:13:43
ｵｵｼﾀﾞ ﾏｺﾄ ｵｵｼﾀﾞ ﾒｲ

7 643 小田 竜悟 小田 優依 岩手県 盛岡市 0:14:06
ｵﾀﾞ ﾘｭｳｺﾞ ｵﾀﾞ ﾕｲ

8 657 永本 聖空 永本 瑠空 岩手県 花巻市 花巻ＡＣｊｒ 0:14:08
ﾅｶﾞﾓﾄ ｷﾖﾗ ﾅｶﾞﾓﾄ ﾙｶ

9 645 葛巻 良志雄 葛巻 純志郎 岩手県 北上市 0:14:11
ｸｽﾞﾏｷ ﾖｼｵ ｸｽﾞﾏｷ ｼﾞｭﾝｼﾛｳ

10 648 小山 弘和 小山 航生 岩手県 一関市 一関市立猿沢小学校 0:14:13
ｵﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ ｵﾔﾏ ｺｳｾｲ

11 602 矢内 正一 矢内 芙羽夏 岩手県 滝沢市 0:14:21
ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ ﾔﾅｲ ﾌｳｶ

12 632 高橋 優 高橋 栄登 岩手県 矢巾町 ＩＷＡＴＥゆるＲＵＮ 0:14:23
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ﾀｶﾊｼ ｴｲﾄ

13 651 関 善幸 関 新 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:14:36
ｾｷ ﾖｼﾕｷ ｾｷ ｱﾗﾀ

14 634 八幡 学 八幡 岳 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:14:36
ﾔﾊﾀ ﾏﾅﾌﾞ ﾔﾊﾀ ﾀｹﾙ

15 652 田村 理典 田村 莉々奈 岩手県 八幡平市 0:14:40
ﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ ﾀﾑﾗ ﾘﾘﾅ

16 625 安保 学 安保 麗音 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:14:46
ｱﾝﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ ｱﾝﾎﾞ ﾚﾉﾝ

17 650 佐々木 瑞穂 佐々木 杏彩 岩手県 宮古市 0:14:49
ｻｻｷ ﾐｽﾞﾎ ｻｻｷ ｱｲ

18 607 千葉 幸文 千葉 未依菜 岩手県 盛岡市 0:14:49
ﾁﾊﾞ ﾀｶﾌﾐ ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ

19 635 及川 裕司 及川 りり子 岩手県 花巻市 0:15:08
ｵｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ ｵｲｶﾜ ﾘﾘｺ

20 655 高橋 淑恵子 高橋 海輝 岩手県 滝沢市 0:15:31
ﾀｶﾊｼ ｼｴｺ ﾀｶﾊｼ ﾐｷ

21 619 山下 浩樹 山下 翔平 岩手県 盛岡市 0:15:31
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ

22 615 本城 昇 本城 陸翔 岩手県 滝沢市 みちのく銀行 0:15:35
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ

23 639 町場 和花 町場 愛莉 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:15:42
ﾏﾁﾊﾞ ﾉﾄﾞｶ ﾏﾁﾊﾞ ｱｲﾘ

24 653 関根 芳樹 関根 光来 岩手県 八幡平市 0:15:45
ｾｷﾈ ﾖｼｷ ｾｷﾈ ﾐﾗｲ

25 636 照井 和也 照井 滉太 岩手県 盛岡市 0:15:49
ﾃﾙｲ ｶｽﾞﾔ ﾃﾙｲ ｺｳﾀ

2020年10月4日



第14回フィールドXレース

ファミリーペア2kmLFX

Print: 2020/10/04 13:00:51 2 / 3 ページ Official Timer & Result By ISTS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ペア氏名 市区町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ名 記 録

26 614 吉田 佳子 吉田 唯按 岩手県 滝沢市 ＧＲＦ 0:16:07
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ ﾖｼﾀﾞ ﾕｱﾝ

27 641 松川 仁紀 松川 初 岩手県 北上市 北上市立南小学校 0:16:22
ﾏﾂｶﾜ ﾏｻﾐﾁ ﾏﾂｶﾜ ｳｲ

28 644 木元 政汰 木元 咲陽 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:16:35
ｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｷﾓﾄ ｻｸﾔ

29 617 関口 千絵美 関口 旭 岩手県 九戸村 0:17:02
ｾｷｸﾞﾁ ﾁｴﾐ ｾｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ

30 630 細川 翔平 細川 秀太 岩手県 盛岡市 0:17:13
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾍｲ ﾎｿｶﾜ ｼｭｳﾀ

31 628 照井 正樹 照井 正煌 岩手県 花巻市 0:17:27
ﾃﾙｲ ﾏｻｷ ﾃﾙｲ ﾏｻｵｳ

32 606 遠藤 富美子 遠藤 早紀 岩手県 滝沢市 0:17:53
ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｺ ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ

33 647 高橋 姫織 高橋 姫そら 岩手県 矢巾町 0:17:54
ﾀｶﾊｼ ｷｵﾘ ﾀｶﾊｼ ﾋｿﾗ

34 631 武藤 秀和 武藤 雛 岩手県 盛岡市 インターアルペン 0:18:02
ﾑﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾑﾄｳ ｽｳ

35 656 田沼 美也子 田沼 徹士 岩手県 盛岡市 0:18:21
ﾀﾇﾏ ﾐﾔｺ ﾀﾇﾏ ﾃﾂｼ

36 624 和山 優 和山 蒼次郎 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:18:40
ﾜﾔﾏ ﾕｳ ﾜﾔﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ

37 620 遠藤 望 遠藤 彩哩 岩手県 盛岡市 0:18:57
ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ ｴﾝﾄﾞｳ ｻｲﾘ

38 618 葛巻 抄子 葛巻 志都奈 岩手県 北上市 0:19:00
ｸｽﾞﾏｷ ｼｮｳｺ ｸｽﾞﾏｷ ｼﾂﾞﾅ

39 626 佐藤 卓也 佐藤 凪沙 岩手県 一関市 0:19:07
ｻﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ

40 613 武田 亜依羅 佐々木 文太 岩手県 八幡平市 西根中学校・大更小学校 0:19:24
ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾗ ｻｻｷ ﾌﾞﾝﾀ

41 610 後藤 由雄 後藤 夏子 岩手県 滝沢市 0:19:34
ｺﾞﾄｳ ﾖｼｵ ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｺ

42 638 五十嵐 利広 五十嵐 皐成 岩手県 滝沢市 0:19:35
ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾋﾛ ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾅ

43 627 佐々木 貴 佐々木 結奈 岩手県 滝沢市 0:19:50
ｻｻｷ ﾀｶｼ ｻｻｷ ﾕﾅ

44 640 伊藤 幸太 伊藤 里胡 岩手県 滝沢市 0:20:15
ｲﾄｳ ｺｳﾀ ｲﾄｳ ﾘｺ

45 608 中村 真希 中村 凜乃 岩手県 盛岡市 北厨川小学校 0:20:55
ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉ

46 622 永本 早知子 永本 桜空 岩手県 花巻市 0:21:06
ﾅｶﾞﾓﾄ ｻﾁｺ ﾅｶﾞﾓﾄ ｻﾗ

47 611 池元 秀史 池元 史奏 岩手県 八幡平市 0:21:19
ｲｹﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ ｲｹﾓﾄ ﾌﾐｶ

48 637 佐藤 俊介 佐藤 楽 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:22:01
ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｻﾄｳ ｶﾞｸ

49 629 照井 恵里子 照井 季里 岩手県 花巻市 0:22:20
ﾃﾙｲ ｴﾘｺ ﾃﾙｲ ｷｻﾄ

50 603 宮守 努 宮守 賀輝 岩手県 一戸町 0:22:21
ﾐﾔﾓﾘ ﾂﾄﾑ ﾐﾔﾓﾘ ﾖｼｷ
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51 616 木村 祐子 木村 朱里 岩手県 盛岡市 0:23:04
ｷﾑﾗ ﾕｳｺ ｷﾑﾗ ｱｶﾘ

52 654 忍 和明 忍 咲良 岩手県 盛岡市 ティクマ 0:23:49
ｵｼ ｶｽﾞｱｷ ｵｼ ｻｸﾗ

53 612 佐々木 香子 佐々木 丈二 岩手県 八幡平市 大更保育園 0:24:04
ｻｻｷ ｺｳｺ ｻｻｷ ｼﾞｮｳｼﾞ

54 642 武田 真也 武田 輝真 岩手県 八幡平市 大更こども園 0:25:27
ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾔ ﾀｹﾀﾞ ｷｻﾅ
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