
第16回フィールドXレース

一般男子10kmLFX（40歳未満）

Print: 2022/10/02 12:43:33 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

1 104 本城 昇 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 滝沢市 サンメディカル 0:47:18
2 109 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 0:49:59
3 111 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 0:50:06
4 114 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 0:50:31
5 108 村田 和久 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｻ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 0:51:35
6 105 岩持 悠日 ｲﾜﾓﾁ ﾊﾙｶ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 0:52:15
7 107 武石 涼 ﾀｹｲｼ ﾘｮｳ 秋田県 北秋田市 0:53:38
8 115 西舘 柊人 ﾆｼﾀﾞﾃ ｼｭｳﾄ 岩手県 一戸町 盛岡農業高校 0:55:09
9 101 菊地 敏史 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 盛岡第三高等学校 0:56:24
10 102 北田 裕世 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩手県 雫石町 盛岡農業高校 0:56:37
11 116 古舘 諒誠 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 0:56:40
12 106 沼野 慎平 ﾇﾏﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 岩手県 雫石町 盛岡南高校スキー部 1:02:01
13 103 葛西 将尚 ｶｻｲ ﾏｻﾅｵ 岩手県 盛岡市 盛岡西警察署 1:03:35
14 112 柴田 羅心 ｼﾊﾞﾀ ﾗｼﾝ 岩手県 一戸町 盛岡農業高校 1:03:40
15 113 奥村 響 ｵｸﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 秋田県 大館市 ｔｅａｍＯＦＤ 1:04:18
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第16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

1 121 矢内 正一 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ 岩手県 滝沢市 0:47:51
2 132 遠藤 延寿 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｻ 岩手県 盛岡市 いわてゆる？ラン 0:51:41
3 123 齊藤 顕紀 ｻｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ 岩手県 盛岡市 0:51:55
4 128 佐藤 竜介 ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 岩手県 岩手町 みなみよ～とん 0:52:49
5 124 丁塚 一彦 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ 青森県 おいらせ町 1:00:24
6 133 高橋 政博 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 青森県 六戸町 1:01:08
7 137 鹿島 正樹 ｶｼﾏ ﾏｻｷ 岩手県 金ｹ崎町 乳用牛育成センター 1:04:54
8 131 今井 努 ｲﾏｲ ﾂﾄﾑ 秋田県 秋田市 1:06:21
9 136 佐々木 崇 ｻｻｷ ｱﾂﾑ 岩手県 八幡平市 ＭＲＣ 1:06:26
10 126 及川 央 ｵｲｶﾜ ﾋﾛ 岩手県 紫波町 修行走 1:08:32
11 127 奥西 新 ｵｸﾆｼ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 仙台市 1:10:41
12 135 菅原 正樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 秋田県 湯沢市 1:12:17
13 125 大森 卓也 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾔ 秋田県 横手市 秋田県走友会パトラン 1:12:38
14 130 三浦 健太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 1:30:29
15 134 佐藤 正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 東京都 豊島区 1:44:49
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第16回フィールドXレース

一般男子4kmLFX（40歳未満）
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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

1 146 佐藤 瞭磨 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 岩手県 一関市 千厩高校羽球部 0:21:04
2 155 奥山 潮 ｵｸﾔﾏ ｳｼﾎ 青森県 三沢市 0:21:08
3 143 高橋 光 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 岩手県 奥州市 0:21:11
4 151 山下 希風 ﾔﾏｼﾀ ｷﾌｳ 岩手県 九戸村 平舘高校スキー部 0:22:07
5 156 中軽米 拓人 ﾅｶｶﾙﾏｲ ﾀｸﾄ 岩手県 八幡平市 盛岡中央高校 0:22:44
6 149 髙橋 朋也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岩手県 八幡平市 岩手高校 0:23:04
7 145 藤田 遥翔 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 岩手県 八幡平市 盛岡農業高校 0:24:20
8 148 折笠 周郎 ｵﾘｶｻ ｼｭｳﾛｳ 岩手県 北上市 0:24:30
9 144 石川 岳 ｲｼｶﾜ ｶﾞｸ 岩手県 八幡平市 平舘高校スキー部 0:25:38
10 142 小野寺 蓮 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚﾝ 岩手県 一関市 千厩高校 0:26:06
11 152 渡辺 大虎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 岩手県 矢巾町 0:27:11
12 154 大壁 蒼稀 ｵｵｶﾍﾞ ｿｳｷ 宮城県 石巻市 仙台第一高校 0:27:46
13 153 田中 銀河 ﾀﾅｶ ｷﾞﾝｶﾞ 岩手県 盛岡市 0:28:06
14 150 大壁 北斗 ｵｵｶﾍﾞ ﾎｸﾄ 宮城県 石巻市 石巻好文館高校 0:28:58
15 147 高橋 慶太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 岩手県 奥州市 0:30:28

2022年10月2日



第16回フィールドXレース

一般男子4kmLFX（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

1 161 小野寺 理 ｵﾉﾃﾞﾗ ｵｻﾑ 岩手県 盛岡市 0:18:38
2 164 菊池 知之 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 花巻市 0:22:34
3 166 梅津 賢一 ｳﾒﾂ ｹﾝｲﾁ 秋田県 大仙市 エイブリック秋田 0:23:08
4 168 及川 浩一 ｵｲｶﾜ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 0:26:43
5 163 菅野 精一郎 ｶﾝﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 福島県 郡山市 西田町ロゲイニング 0:27:10
6 165 清和 守 ｾｲﾜ ﾏﾓﾙ 宮城県 仙台市 0:31:06
7 162 高橋 憲彦 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾋｺ 岩手県 矢巾町 0:33:06

2022年10月2日



第16回フィールドXレース

中学生男子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

1 178 鈴木 緑葉 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾊ 岩手県 雫石町 雫石中学校 0:19:11
2 170 五十嵐 陽希 ﾊﾙｷ ｲｶﾞﾗｼ 0:19:49
3 173 今野 太郎 ｺﾝﾉ ﾀﾛｳ 岩手県 雫石町 雫石中学校 0:20:22
4 176 長洞 遼大 ﾅｶﾞﾎﾗ ﾘｮｳﾄ 岩手県 雫石町 0:20:40
5 185 金丸 拓寛 ｶﾅﾏﾙ ﾀｸﾋﾛ 秋田県 小坂町 ＫＡＡＣ 0:21:11
6 180 八重樫 駿斗 ﾔｴｶﾞｼ ﾊﾔﾄ 岩手県 花巻市 湯本中学校 0:22:08
7 179 金野 恵拓 ｺﾝﾉ ｹｲﾀｸ 岩手県 矢巾町 陸上塾ＺＥＲＯ 0:22:11
8 175 関 基博 ｾｷ ﾓﾄﾋﾛ 岩手県 八幡平市 安代中学校 0:22:41
9 182 古舘 明澄 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾒｲﾄ 岩手県 九戸村 九戸中学校 0:22:51
10 174 若澤 凜空 ﾜｶｻﾜ ﾘｸ 岩手県 滝沢市 0:22:53
11 181 大澤 礼寛 ｵｵｻﾜ ｱﾔﾉﾘ 岩手県 八幡平市 西根中学校 0:24:05
12 171 曽我部 誠 ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 下小路中学校 0:24:36
13 172 福島 遥輝 ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｷ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:26:17
14 184 丁塚 神威 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｶﾑｲ 青森県 おいらせ町 0:27:11
15 183 折笠 凛太郎 ｵﾘｶｻ ﾘﾝﾀﾛｳ 岩手県 北上市 東陵中学校 0:27:25
16 177 菊地 寛人 ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ 岩手県 盛岡市 黒石野中学校 0:37:29

2022年10月2日



第16回フィールドXレース

中学生女子4kmLFX

Print: 2022/10/02 12:44:22 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

1 191 西舘 陽里 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾋｶﾘ 岩手県 一戸町 奥中山中学校 0:21:33
2 201 伊藤 楓華 ｲｳﾄｳ ﾌｳｶ 岩手県 八幡平市 0:23:21
3 196 安保 希泉 ｱﾝﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 秋田県 鹿角市 ＫＡＡＣ 0:23:55
4 199 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 0:24:01
5 203 小山田 凛音 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉﾝ 岩手県 八幡平市 安代中学校 0:24:26
6 198 大堰 喜代 ｵｵｾﾞｷ ﾊﾙﾖ 岩手県 西和賀町 沢内中学校 0:24:39
7 200 工藤 柚佳 ｸﾄﾞｳ ﾕｽﾞｶ 岩手県 八幡平市 西根中学校 0:26:39
8 193 小野寺 星花 ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｶ 岩手県 盛岡市 0:27:37
9 202 山下 愛望 ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ 岩手県 九戸村 九戸中学校 0:28:01
10 197 川又 倫 ｶﾜﾏﾀ ﾘﾝ 岩手県 八幡平市 安代中学校 0:28:55
11 194 関 香里奈 ｾｷ ｶﾘﾅ 岩手県 八幡平市 安代中学校 0:32:04
12 192 篠村 凛花 ｼﾉﾑﾗ ﾘｶ 岩手県 雫石町 0:33:11

2022年10月2日



第16回フィールドXレース

一般女子4kmLFX（40歳未満）
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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

1 218 渡邊 果子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｺ 宮城県 仙台市 東北大学 0:22:29
2 215 山本 千鶴 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｽﾞﾙ 岩手県 八幡平市 盛岡農業高校 0:23:24
3 211 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 0:23:35
4 213 金丸 典加 ｶﾅﾏﾙ ﾉﾘｶ 秋田県 小坂町 盛岡農業高校 0:26:27
5 214 及川 咲奈 ｵｲｶﾜ ｻｸﾗ 岩手県 奥州市 0:35:06
6 212 岩渕 由衣 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｲ 岩手県 盛岡市 0:35:07
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第16回フィールドXレース

一般女子4kmLFX（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

1 221 伊藤 白百合 ｲﾄｳ ｻﾕﾘ 岩手県 北上市 しらゆりレディース 0:22:08
2 223 安保 真紀子 ｱﾝﾎﾞ ﾏｷｺ 秋田県 鹿角市 ＫＡＡＣ 0:23:46
3 225 原本 愁子 ﾊﾗﾓﾄ ｼｭｳｺ 青森県 おいらせ町 0:32:38
4 224 菅野 美貴子 ｶﾝﾉ ﾐｷｺ 福島県 郡山市 西田町ロゲイニング 0:36:35

2022年10月2日
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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

1 234 工藤 瑞歩 ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞﾎ 岩手県 八幡平市 平舘高校スキー部 0:13:00
2 233 伊藤 凛 ｲﾄｳ ﾘﾝ 岩手県 八幡平市 0:13:07
3 232 渡辺 愛央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 岩手県 矢巾町 女性 0:13:12
4 235 菊池 知美 ｷｸﾁ ﾄﾓﾐ 岩手県 盛岡市 女性 0:14:06

2022年10月2日



第16回フィールドXレース

一般女子2kmLFX（40歳以上）

Print: 2022/10/02 12:44:52 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

1 241 宮川 玲子 ﾐﾔｶﾜ ﾚｲｺ 岩手県 花巻市 0:13:23
2 242 菅野 美保 ｶﾝﾉ ﾐﾎ 青森県 八戸市 0:13:27
3 243 佐藤 郁美 ｻﾄｳ ｲｸﾐ 岩手県 一関市 0:14:19
4 244 岩岡 岳美 ｲﾜｵｶ ﾀｹﾐ 青森県 八戸市 0:17:00

2022年10月2日
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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

1 259 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 0:10:09
2 251 宮守 賀輝 ﾐﾔﾓﾘ ﾖｼｷ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:10:22
3 255 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 0:10:47
4 279 斎藤 理央都 ｻｲﾄｳ ﾘｵﾄ 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:11:31
5 281 上野 蓮人 ｳﾜﾉ ﾚﾝﾄ 岩手県 雫石町 大村スポ少 0:11:42
6 260 佐藤 優悟 ｻﾄｳ ﾕｳｺﾞ 岩手県 岩手町 沼宮内小学校 0:11:44
7 253 西舘 空 ﾆｼﾀﾞﾃ ｿﾗ 岩手県 矢巾町 陸上塾ＺＥＲＯ 0:11:45
8 257 石川 朋 ｲｼｶﾜ ﾄﾓ 岩手県 八幡平市 0:11:50
9 273 高橋 瑛多 ﾀｶﾊｼ ｴｲﾀ 岩手県 矢巾町 陸上塾ＺＥＲＯ 0:12:04
10 277 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 0:12:05
11 282 寺澤 汐音 ﾃﾗｻﾜ ｼｵﾝ 岩手県 二戸市 サンビレＲＣ 0:12:06
12 269 向久保 健吾 ﾑｶｲｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:12:14
13 252 小野寺 義暁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 0:12:24
14 258 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 0:12:27
15 263 髙橋 獅恩 ﾀｶﾊｼ ｼｵﾝ 岩手県 盛岡市 永井小学校 0:12:39
16 265 長澤 蒼太 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾀ 岩手県 雫石町 西山小学校 0:13:08
17 261 高橋 栄登 ﾀｶﾊｼ ｴｲﾄ 岩手県 矢巾町 0:13:16
18 267 葛巻 純志郎 ｸｽﾞﾏｷ ｼﾞｭﾝｼﾛｳ 岩手県 北上市 0:13:26
19 280 筑後 瑞葵 ﾁｸｺﾞ ﾐｽﾞｷ 岩手県 花巻市 0:13:26
20 270 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 0:13:35
21 256 工藤 彪司 ｸﾄﾞｳ ﾄﾗｼﾞ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:13:40
22 274 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 0:13:52
23 272 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 0:14:01
24 271 工藤 謙心 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:14:15
25 262 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 0:14:21
26 268 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 0:14:22
27 286 村田 夢翔 ﾑﾗﾀ ﾕﾒﾄ 岩手県 雫石町 大村スポ少 0:14:33
28 275 松村 光樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾂｷ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:14:37
29 254 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 0:14:46
30 276 村田 陽 ﾑﾗﾀ ﾊﾙ 岩手県 雫石町 大村スポ少 0:14:47
31 283 石川 愁 ｲｼｶﾜ ｼｭｳ 岩手県 八幡平市 0:15:05
32 285 小野寺 将朝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾄﾓ 岩手県 盛岡市 0:15:23
33 278 西川 泰史 ﾆｼｶﾜ ﾀｲｼ 岩手県 盛岡市 0:22:55

2022年10月2日
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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

1 296 菊地 莉緒 ｷｸﾁ ﾘｵ 岩手県 矢巾町 陸上塾ＺＥＲＯ 0:11:27
2 302 諏訪 想来 ｽﾜ ｿﾗ 岩手県 一戸町 一戸南小学校 0:11:34
3 297 宗前 姫華 ｿｳｾﾞﾝ ﾋﾒｶ 青森県 八戸市 白銀南小学校 0:11:46
4 294 中村 心寧 ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:11:47
5 291 関根 心優 ｾｷﾈ ﾐﾕ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:12:07
6 301 小笠原 志衣 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｲ 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:12:19
7 295 村田 星空 ﾑﾗﾀ ｾｲﾗ 岩手県 雫石町 大村スポ少 0:12:40
8 322 菅原 陽音 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾅﾉ 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:12:42
9 304 田山 葵星 ﾀﾔﾏ ｱｵｲ 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:12:44
10 315 西村 帆夏 ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 青森県 八戸市 中居林小学校 0:12:46
11 292 関 新菜 ｾｷ ﾆｲﾅ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:12:46
12 309 岩岡 彩都希 ｲﾜｵｶ ｻﾂｷ 青森県 八戸市 旭ヶ丘小学校 0:12:47
13 298 澤久保 昊梛 ｻﾜｸﾎﾞ ｿﾅ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:12:49
14 311 佐々木 結愛 ｻｻｷ ﾕｱ 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:12:54
15 324 若澤 優乃 ﾜｶｻﾜ ﾕﾉ 岩手県 滝沢市 0:12:57
16 299 今野 愛加 ｺﾝﾉ ｱｲｶ 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:13:06
17 325 五十嵐 杏奈 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾝﾅ 岩手県 滝沢市 滝沢第二小学校 0:13:13
18 303 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 0:13:13
19 293 丁塚 瑞月 ﾁｮｳﾂﾞｶ ﾐﾂｷ 青森県 おいらせ町 木内々 0:13:18
20 318 菅原 空音 ｽｶｽｶ ｿﾗﾉ 岩手県 盛岡市 緑が丘小学校 0:13:44
21 316 羽鳥 花峰 ﾊﾄﾘ ｶﾎ 岩手県 滝沢市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:13:50
22 312 藤原 友梨佳 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘｶ 岩手県 花巻市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:13:57
23 307 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 0:14:03
24 313 小澤 未瑚 ｵｻﾞﾜ ﾐｺ 岩手県 釜石市 双葉小学校 0:14:16
25 314 原本 千瑛 ﾊﾗﾓﾄ ﾁｱｷ 青森県 おいらせ町 0:14:57
26 323 山内 柚 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳ 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:15:02
27 305 大堰 和叶 ｵｵｾｷ ﾉﾄﾞｶ 岩手県 盛岡市 向中野小学校 0:15:10
28 328 伊藤 穂香 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 岩手県 八幡平市 0:15:11
29 319 藤田 結愛 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾅ 岩手県 八幡平市 安比Ｊｒ 0:15:50
30 320 伊藤 菜々子 ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 岩手県 八幡平市 0:15:56
31 317 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 0:16:07
32 321 三浦 唯 ﾐｳﾗ ﾕｲ 岩手県 盛岡市 0:16:26
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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

1 344 吉田 礼夢 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾑ 岩手県 八幡平市 0:12:11
2 333 菊地 陽斗 ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ 岩手県 矢巾町 陸上塾ＺＥＲＯ 0:12:12
3 335 関 康陽 ｾｷ ﾔｽﾊﾙ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:12:13
4 341 菊地 陸斗 ｷｸﾁ ﾘｸﾄ 岩手県 矢巾町 陸上塾ＺＥＲＯ 0:12:21
5 338 折笠 栄心 ｵﾘｶｻ ｴｲｼﾝ 岩手県 北上市 口内小学校 0:12:22
6 359 本城 陸翔 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ 岩手県 滝沢市 サンビレＲＣ 0:12:31
7 336 小山田 稜 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 岩手県 盛岡市 大新小学校 0:12:34
8 353 上野 悠真 ｳﾜﾉ ﾊﾙﾏ 岩手県 雫石町 大村スポ少 0:12:43
9 355 宗前 慶都 ｿｳｾﾞﾝ ｹｲﾄ 青森県 八戸市 白銀南小学校 0:12:49
10 340 髙橋 虎大朗 ﾀｶﾊｼｺﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 永井小学校 0:13:29
11 358 吉田 璃豊 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾄ 岩手県 八幡平市 0:13:38
12 354 山下 翔平 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 0:13:46
13 345 金丸 淒也 ｶﾅﾏﾙ ｾｲﾔ 秋田県 小坂町 ＫＡＡＣ 0:13:49
14 332 菊地 匠朗 ｷｸﾁ ﾀｸﾛｳ 岩手県 岩泉町 小川小学校 0:13:51
15 337 八幡 岳 ﾔﾊﾀ ﾀｹﾙ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:13:54
16 356 関根 光来 ｾｷﾈ ﾐﾗｲ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:14:03
17 363 宗前 栄都 ｿｳｾﾞﾝ ｴｲﾄ 青森県 八戸市 白銀南小学校 0:14:04
18 331 齋藤 水澄 ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾄ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:14:18
19 339 関 新 ｾｷ ｱﾗﾀ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:14:38
20 346 佐藤 翔大 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:14:42
21 334 長澤 大登 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ 岩手県 雫石町 西山小学校 0:14:45
22 342 二川目 蒼汰 ﾌﾀｶﾜﾒ ｿｳﾀ 岩手県 八幡平市 0:15:20
23 361 三井 蒼 ﾐﾂｲ ｱｲ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:15:20
24 352 五十嵐 皐成 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾅ 岩手県 滝沢市 0:15:34
25 357 畠山 長 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｹﾙ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:15:36
26 343 和山 蒼次郎 ﾜﾔﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:15:45
27 362 西田 駿 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:15:59
28 347 加藤 勇太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 岩手県 八幡平市 0:16:10
29 366 木影 航大 ｷｶｹﾞ ｺｳﾀﾞｲ 岩手県 岩手町 川口小学校 0:17:00
30 365 工藤 宏介 ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:17:12
31 360 泉澤 悠華 ｲｽﾞﾐｻﾜ ｼｭｳｶﾞ 岩手県 盛岡市 0:17:14
32 364 山下 夏汰 ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:17:15
33 351 佐藤 楽 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:22:48
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1 371 羽鳥 望桜 ﾊﾄﾘ ﾐｵ 岩手県 滝沢市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:12:16
2 379 澤久保 心春 ｻﾜｸﾎﾞ ｺﾊﾙ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:12:38
3 376 安保 麗音 ｱﾝﾎﾞ ﾚﾉﾝ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:13:17
4 385 重立 美怜 ｼｹﾞﾀﾃ ﾐﾚｲ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:13:48
5 382 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 0:14:31
6 372 丁塚 桜花 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｵｳｶ 青森県 おいらせ町 木内々 0:15:13
7 374 前田 逢那 ﾏｴﾀﾞ ｱｲﾅ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:15:39
8 384 木元 咲陽 ｷﾓﾄ ｻｸﾔ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:15:41
9 380 盛内 翠 ﾓﾘｳﾁ ｽｲ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:15:42
10 377 菊池 風羽 ｷｸﾁ ﾌｳ 岩手県 盛岡市 0:15:53
11 381 畠山 未彩 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾚﾅ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:15:54
12 375 齋藤 未來 ｻｲﾄｳ ﾐｸ 岩手県 盛岡市 0:16:22
13 378 沼倉 仁以那 ﾇﾏｸﾗ ﾆｲﾅ 岩手県 盛岡市 0:16:23
14 373 菊池 美羽 ｷｸﾁ ﾐｳ 岩手県 盛岡市 0:16:45
15 386 大堰 楓幸 ｵｵｾｷ ﾌﾕｷ 岩手県 盛岡市 向中野小学校 0:17:22
16 390 滝川 美羽 ﾀｷｶﾜ ﾐｳ 岩手県 岩手町 川口小学校 0:17:26
17 388 前田 妃咲 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻｷ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:18:42
18 383 工藤 千聡 ｸﾄﾞｳ ﾁｻﾄ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:18:43
19 387 村上 慶香 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｶ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:18:53
20 389 三浦 彩愛 ﾐｳﾗ ｻｴ 岩手県 盛岡市 0:20:32

2022年10月2日
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1 417 大壁 裕之 大壁 柊天 宮城県 石巻市 おしかパブリック 0:11:57
ｵｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ ｵｵｶﾍﾞ ﾄｱ

2 432 安保 真紀子 安保 希泉 秋田県 鹿角市 ＫＡＡＣ 0:12:34
ｱﾝﾎﾞ ﾏｷｺ ｱﾝﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ

3 423 齊藤 顕紀 齊藤 小捺 岩手県 盛岡市 0:12:50
ｻｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ ｻｲﾄｳ ｺﾅﾂ

4 436 小山田 拓史 小山田 大樹 岩手県 八幡平市 小山田ＲＣ 0:13:14
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ

5 428 下平 祐助 下平 惺那 岩手県 盛岡市 0:13:34
ｼﾓﾀｲ ﾕｳｽｹ ｼﾓﾀｲ ｾﾅ

6 408 西川 晃史 西川 晟史 岩手県 盛岡市 0:14:17
ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ ﾆｼｶﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ

7 427 佐藤 栄光 佐藤 光輝 岩手県 奥州市 江東クラブ 0:14:28
ｻﾄｳ ｴｲｺｳ ｻﾄｳ ﾐﾂｷ

8 418 小森林 豊 小森林 真人 岩手県 盛岡市 陸上塾ＺＥＲＯ 0:14:34
ｺﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ ｺﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ

9 422 金丸 富男 金丸 淒也 秋田県 小坂町 ＫＡＡＣ 0:15:04
ｶﾅﾙﾏﾙ ﾄﾐｵ ｶﾅﾙﾏﾙ ｾｲﾔ

10 433 千葉 雄翔 千葉 未依菜 岩手県 盛岡市 オールラウンダー 0:15:08
ﾁﾊﾞ ﾕｳｼｮｳ ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ

11 402 葛巻 志都奈 葛巻 純志郎 岩手県 北上市 0:15:23
ｸｽﾞﾏｷ ｼﾂﾞﾅ ｸｽﾞﾏｷ ｼﾞｭﾝｼﾛｳ

12 437 澤村 光樹 澤村 和美 岩手県 遠野市 鴛鴦倶楽部 0:16:01
ｻﾜﾑﾗ ｺｳｷ ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

13 409 阿部 俊信 阿部 凛咲 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:16:06
ｱﾍﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ ｱﾍﾞ ﾘｲｻ

14 410 関 善幸 関 桜菜 岩手県 八幡平市 0:16:07
ｾｷ ﾖｼﾕｷ ｾｷ ｻﾅ

15 413 小林 淳 小林 柊 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:16:37
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ

16 434 鈴木 謙治 鈴木 有那 宮城県 登米市 0:16:43
ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ ｽｽﾞｷ ﾕﾅ

17 429 山下 浩樹 山下 想太 岩手県 盛岡市 0:16:50
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ

18 414 細川 翔平 細川 秀太 岩手県 盛岡市 0:17:02
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾍｲ ﾎｿｶﾜ ｼｭｳﾀ

19 431 渡辺 朋之 渡辺 晃太 岩手県 矢巾町 0:17:29
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

20 412 橋本 敏 橋本 結 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:17:32
ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ

21 407 佐々木 貴 佐々木 結奈 岩手県 滝沢市 0:19:12
ｻｻｷ ﾀｶｼ ｻｻｷ ﾕﾅ

22 406 伊藤 直樹 伊藤 大和 岩手県 八幡平市 ＭＦＣ ｓｐｏｒｔｓ 0:19:26
ｲﾄｳ ﾅｵｷ ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ

23 416 山内 誠也 山内 太琥 宮城県 仙台市 0:19:27
ﾔﾏｳﾁ ｾｲﾔ ﾔﾏｳﾁ ﾀｲｶﾞ

24 405 藤嶋 惠理 藤嶋 寛作 岩手県 八幡平市 杉の子こども園 0:21:45
ﾌｼﾞｼﾏ ｴﾘ ﾌｼﾞｼﾏ ｶﾝｻｸ

25 411 外岡 英之 外岡 英隼 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:21:48
ｿﾄｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ ｿﾄｵｶ ｴｲﾄ
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26 420 熊谷 康弘 熊谷 あい 岩手県 二戸市 0:22:49
ｸﾏｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ ｸﾏｶﾞｲ ｱｲ

27 415 藤根 亨 藤根 知也 岩手県 花巻市 0:22:50
ﾌｼﾞﾈ ﾄｵﾙ ﾌｼﾞﾈ ﾄﾓﾔ

28 404 佐々木 真利亜 佐々木 結叶 岩手県 矢巾町 0:23:18
ｻｻｷ ﾏﾘｱ ｻｻｷ ﾕﾉﾝ

29 421 高橋 健太郎 高橋 健斗 岩手県 花巻市 0:24:11
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ

30 435 佐藤 貴 佐藤 理紗 岩手県 盛岡市 0:24:28
ｻﾄｳ ﾀｶｼ ｻﾄｳ ﾘｻ

31 419 松村 朋子 松村 樹里 岩手県 八幡平市 杉の子こども園 0:24:53
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓｺ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾘ

2022年10月2日


