
第16回八幡平市クロスカントリー大会

小学生低学年男子の部

Print: 2021/11/07 12:52:22 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 20 吉田 礼夢 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾑ 西根ミニバスケットボール少年団 0:06:07

2 9 林 颯希 ﾊﾔｼ ｻﾂｷ 松尾野球スポーツ少年団 0:06:10

3 14 関 康陽 ｾｷ ﾔｽﾊﾙ 安代スポ少陸上部 0:06:11

4 18 工藤 永登 ｸﾄﾞｳ ｴｲﾄ 田頭野球スポーツ少年団 0:06:28

5 22 髙橋 梛 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞ 平笠小学校 0:06:59

6 2 滝川 大和 ﾀｷｶﾜ ﾔﾏﾄ 寺田野球スポーツ少年団 0:07:02

7 6 八幡 岳 ﾔﾊﾀ ﾀｹﾙ 田山スポーツ少年団 0:07:04

8 13 工藤 広徒 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 松尾野球スポーツ少年団 0:07:15

9 16 畠山 長 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｹﾙ 安代スポ少陸上部 0:07:26

10 12 大巻 勇人 ｵｵﾏｷ ﾊﾔﾄ 松尾野球スポーツ少年団 0:07:30

11 3 加藤 勇太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 0:07:34

12 15 佐藤 翔大 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 安代スポ少陸上部 0:07:35

13 5 和山 蒼次郎 ﾜﾔﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ 田山スポーツ少年団 0:07:38

14 17 伊藤 和樹 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 田頭野球スポーツ少年団 0:07:40

15 23 三井 蒼 ﾐﾂｲ ｱｲ 松野小学校 0:07:42

16 21 高村 優李 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳﾘ 西根ミニバスケットボール少年団 0:07:44

17 7 越戸 佑 ｺｼﾄﾞ ﾀｽｸ 八幡平ラグビースポ少 0:08:38

18 8 大巻 翔太 ｵｵﾏｷ ｼｮｳﾀ 八幡平ラグビースポ少 0:09:41

19 10 伊藤 晴 ｲﾄｳ ﾊﾙ 松尾野球スポーツ少年団 0:09:59

20 4 佐藤 楽 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 田山スポーツ少年団 0:10:45

2021年11月7日



第16回八幡平市クロスカントリー大会

小学生低学年女子の部

Print: 2021/11/07 12:53:47 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 40 岩渕 六花 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｯｶ Ｌｉｆｅ８ 0:07:12

2 34 伊藤 心峰 ｲﾄｳ ｺｺﾈ 寺田野球スポーツ少年団 0:07:22

3 41 橋本 彩 ﾊｼﾓﾄ ｻﾔ 安代スポ少陸上部 0:07:24

4 31 藤村 紗南 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾅ 大更小学校 0:07:27

5 33 畠山 未彩 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾚﾅ 大更小学校 0:07:37

6 36 安保 麗音 ｱﾝﾎﾞ ﾚﾉﾝ 田山スポーツ少年団 0:07:41

7 201 森 穂実 ﾓﾘ ﾋﾅﾐ 西根ミニバスケットボール少年団 0:07:41

8 44 立花 世莉 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｾﾘ 田頭野球スポーツ少年団 0:07:42

9 46 井上 真子 ｲﾉｳｴ ﾏｺ 寺田相撲道場 0:07:56

10 39 佐々木 華 ｻｻｷ ﾊﾅ 大更小学校 0:07:56

11 32 田村 莉々奈 ﾀﾑﾗ ﾘﾘﾅ 大更小学校 0:08:04

12 35 伊勢 仁香 ｲｾ ﾆｶ 寄木小学校 0:08:10

13 38 高橋 桜舞 ﾀｶﾊｼ ﾗﾑ 寺田相撲道場 0:08:12

14 37 木元 咲陽 ｷﾓﾄ ｻｸﾔ 田山スポーツ少年団 0:08:28

15 47 伊藤 幸峰 ｲﾄｳ ﾕｷﾈ 0:08:33

16 43 村上 慶香 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｶ 安代スポ少陸上部 0:08:36

2021年11月7日



第16回八幡平市クロスカントリー大会

小学生中学年男子の部
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 57 成田 元気 ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｷ 田山スポーツ少年団 0:05:48

2 64 嶺岸 龍之介 ﾐﾈｷﾞｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 田頭野球スポ少 0:06:01

3 52 工藤 真樹 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ 松野小学校 0:06:04

4 51 津志田 琉星 ﾂｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 寄木小学校 0:06:06

5 55 北口 晋 ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝ 大更小学校 0:06:11

6 81 伊藤 純成 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｾｲ 西根ミニバスケットボール少年団 0:06:13

7 82 澤口 緒亜 ｻﾜｸﾞﾁ ｵｱ 大更小学校 0:06:29

8 70 工藤 壱太 ｸﾄﾞｳ ｲﾁﾀ 松尾野球スポーツ少年団 0:06:34

9 78 藤澤 涼矢 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 西根ミニバスケットボール少年団 0:06:34

10 74 山本 莉玖 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 安代スポ少陸上部 0:06:35

11 72 舘柳 龍生 ﾀﾃﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｾｲ 松尾野球スポーツ少年団 0:06:44

12 53 田村 晴 ﾀﾑﾗ ﾊﾙ 0:06:49

13 58 山本 朱樹 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｷ 田山スポーツ少年団 0:06:51

14 68 伊藤 芯 ｲﾄｳ ｼﾝ 松尾野球スポーツ少年団 0:06:55

15 67 髙橋 孝太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 松尾野球スポーツ少年団 0:06:58

16 59 外岡 優輝椰 ｿﾄｵｶ ﾕｷﾔ 田山スポーツ少年団 0:06:58

17 56 安保 皇河 ｱﾝﾎﾞ ｺｳｶﾞ 田山スポーツ少年団 0:07:01

18 54 須崎 蒼紫 ｽｻｷ ｱｵｼ 寺田野球スポーツ少年団 0:07:03

19 76 伊藤 颯太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 田頭野球スポーツ少年団 0:07:04

20 83 角掛 歩 ﾂﾉｶｹ ｱﾕﾑ 田頭小学校 0:07:09

21 73 髙橋 蒼季 ﾀｶﾊｼ ｿｳｷ 松尾野球スポーツ少年団 0:07:33

22 80 高村 莉央 ﾀｶﾑﾗ ﾘｵ 西根ミニバスケットボール少年団 0:07:34

23 66 照井 大葵 ﾃﾙｲ ﾀﾞｲｷ 松尾野球スポーツ少年団 0:07:37

24 63 井上 楓雅 ｲﾉｳｴ ﾌｳｶﾞ 岩鷲ベースボールクラブ 0:07:45

25 65 髙橋 慶悟 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 松尾野球スポーツ少年団 0:07:53

26 75 立花 慧士 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｼ 安代スポ少陸上部 0:07:54

27 61 西本 剛琉 ﾆｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 岩鷲ベースボールクラブ 0:08:18

28 79 佐々木 文太 ｻｻｷ ﾌﾞﾝﾀ 西根ミニバスケットボール少年団 0:08:23

29 60 武田大樹 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 岩鷲ベースボールクラブ 0:08:38

30 62 宇部 雅希 ｳﾍﾞ ﾏｻｷ 岩鷲ベースボールクラブ 0:09:10

2021年11月7日



第16回八幡平市クロスカントリー大会

小学生中学年女子の部
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 102 関根 心優 ｾｷﾈ ﾐﾕ 西根ミニバスケットボール少年団 0:06:14

2 98 橋本 萌 ﾊｼﾓﾄ ﾒｲ 安代スポ少陸上部 0:06:21

3 95 髙橋 かりな ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾅ 松尾野球スポーツ少年団 0:06:31

4 109 平野 美羽 ﾋﾗﾉ ﾐｳ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:06:35

5 107 髙橋 友唯 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 大更小学校 0:06:46

6 103 佐々木 梨愛 ｻｻｷ ﾘﾑ 西根ミニバスケットボール少年団 0:06:48

7 108 山口 莉生奈 大更小学校 0:06:51

8 110 森 陽菜 ﾓﾘ ﾋﾅﾉ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:06:56

9 94 下川原 希華 ｼﾓｶﾜﾗ ﾉﾉｶ 岩鷲ベースボールクラブ 0:07:08

10 202 森 緒実 ﾓﾘ ﾂｸﾞﾐ 西根ミニバスケットボール少年団 0:07:09

11 92 阿部 藍凛 ｱﾍﾞ ｱｲﾘ 田山スポーツ少年団 0:07:13

12 97 梶本 喜歩 ｶｼﾞﾓﾄ ｷﾎ 松尾野球スポーツ少年団 0:07:25

13 104 伊藤 笑琉 ｲﾄｳ ｴﾐﾙ 西根ミニバスケットボール少年団 0:07:26

14 99 小山田 凛心 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 安代スポ少陸上部 0:07:44

15 91 遠藤 聖空 ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾗ 寺田野球スポーツ少年団 0:07:44

16 101 伊藤 優吏 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 西根ミニバスケットボール少年団 0:07:45

17 93 佐々木 詩 ｻｻｷ ｳﾀ 大更小学校 0:08:05

18 100 岡田 藍璃 ｵｶﾀﾞ ｱｲﾘ 田頭野球スポーツ少年団 0:08:39

19 105 遠藤 乃愛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｱ 西根ミニバスケットボール少年団 0:08:45

20 106 立柳 彩 ﾀﾁﾔﾅｷﾞ ｲﾛ 西根ミニバスケットボール少年団 0:08:45

2021年11月7日



第16回八幡平市クロスカントリー大会

小学生高学年男子の部
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 121 工藤 颯真 ｸﾄﾞｳ ｿｳﾏ 松野小学校 0:07:31

2 149 角掛 涼太 ﾂﾉｶｹ ﾘｮｳﾀ 田頭小学校 0:07:33

3 122 工藤 寛睦 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ 大更小学校 0:07:38

4 133 八幡 陸斗 ﾔﾊﾀ ﾘｸﾄ 田山スポーツ少年団 0:07:47

5 135 和井内 海聖 ﾜｲﾅｲ ｶｻﾞﾄ 田山スポーツ少年団 0:07:47

6 141 林 紘太郎 ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 松尾野球スポーツ少年団 0:07:53

7 124 畠山 凱斗 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｲﾄ 寺田野球スポーツ少年団 0:08:17

8 134 佐藤 寛也 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ 田山スポーツ少年団 0:08:20

9 139 髙橋 皇晴 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 松尾野球スポーツ少年団 0:08:34

10 137 石川 朋 ｲｼｶﾜ ﾄﾓ 柏台小学校 0:08:40

11 130 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 寺田野球スポーツ少年団 0:08:45

12 142 関 郁成 ｾｷ ﾌﾐﾅﾘ 安代スポ少陸上部 0:08:49

13 143 橋本 悠 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙ 安代スポ少陸上部 0:08:50

14 132 金澤 大和 ｶﾅｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 田山スポーツ少年団 0:09:11

15 145 井上 翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 西根ミニバスケットボール少年団 0:09:22

16 147 立柳 丈 ﾀﾁﾔﾅｷﾞ ｼﾞｮｳ 西根ミニバスケットボール少年団 0:09:41

17 129 遠藤 志真 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾏ 寺田野球スポーツ少年団 0:09:42

18 148 髙橋 直優 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 大更小学校 0:09:42

19 144 元木 蒼大 ﾓﾄｷ ｿｳﾀ 安代スポ少陸上部 0:09:43

20 138 遠藤 快大 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 松尾ジュニアスキースポ少 0:09:46

21 127 伊藤 壮太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 寺田野球スポーツ少年団 0:10:18

22 136 和山 琥太郎 ﾜﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 田山スポーツ少年団 0:10:42

23 146 森 奏輔 ﾓﾘ ｿｳｽｹ 西根ミニバスケットボール少年団 0:10:50

24 125 畠山 碧斗 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘﾄ 寺田野球スポーツ少年団 0:11:01

25 123 工藤 煌我 ｸﾄﾞｳ ｺｳｶﾞ 寺田野球スポーツ少年団 0:11:40

26 126 津志田 大生 ﾂｼﾀﾞ ﾀﾞｲ 寺田野球スポーツ少年団 0:11:41

27 128 島田 幸輝 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｷ 寺田野球スポーツ少年団 0:11:41

2021年11月7日



第16回八幡平市クロスカントリー大会

小学生高学年女子の部
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 156 小山田 凛音 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉﾝ 安代スポ少陸上部 0:08:12

2 166 森 樹里 ﾓﾘ ｼﾞｭﾘ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:08:37

3 169 工藤 心花 ｸﾄﾞｳ ｺｺﾅ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:08:39

4 168 遠藤 咲 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:08:47

5 165 田村 侑杏 ﾀﾑﾗ ﾕｱ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:08:49

6 151 津志田 夢愛 ﾂｼﾀﾞ ﾑｱ 寄木小学校 0:08:51

7 158 立花 緋菜 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅ 安代スポ少陸上部 0:08:57

8 153 畠山 嘉莉来 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾘﾅ 田山スポーツ少年団 0:09:14

9 161 佐々木 凛歩 ｻｻｷ ﾘﾎ 西根ミニバスケットボール少年団 0:09:17

10 167 坂本 一華 ｻｶﾓﾄ ｲﾁｶ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:09:24

11 162 田村 希愛 ﾀﾑﾗ ﾉｱ 西根ミニバスケットボール少年団 0:09:26

12 155 髙橋 かんな ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ 松尾野球スポーツ少年団 0:09:30

13 164 佐々木 美織 ｻｻｷ ﾐｵﾘ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:09:34

14 163 田中 結花 ﾀﾅｶ ﾕｲｶ 田頭バレーボールスポーツ少年団 0:09:34

2021年11月7日



第16回八幡平市クロスカントリー大会

中学生男子の部
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 171 中軽米 拓人 ﾅｶｶﾙﾏｲ ﾀｸﾄ 松尾中学校 0:16:19

2 172 髙橋 朋也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 松尾中学校 0:16:29

3 174 石川 岳 ｲｼｶﾜ ｶﾞｸ 松尾中学校 0:17:37

4 173 菅原 煌汰 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 松尾中学校 0:20:55

2021年11月7日
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 181 小山田 凛花 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 安代中学校 0:18:42

2 183 岩渕 七海 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾅﾅﾐ 松尾中学校 0:21:55

2021年11月7日
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属クラブ 記 録

1 191 山本 裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 八幡平市陸上競技協会 0:20:56

2 192 角掛 洋一 ﾂﾉｶｹ ﾖｳｲﾁ 八幡平市陸上競技協会 0:21:04

3 193 藤嶋 洸 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋｶﾙ 八幡平市陸上競技協会 0:21:31

4 196 永井 陽一 ﾅｶﾞｲ ﾖｳｲﾁ 八幡平市陸上競技協会 0:22:04

5 199 高橋 涼 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 八幡平市陸上競技協会 0:22:16

6 194 八幡 和樹 ﾔﾊﾀ ｶｽﾞｷ 八幡平市陸上競技協会 0:22:57

7 198 川又 昭人 ｶﾜﾏﾀ ｱｷﾋﾄ 八幡平市陸上競技協会 0:22:59

8 197 山本 雄太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 八幡平市陸上競技協会 0:23:30
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