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大会記録： 00:10:231 4146 欠端　陽翔 福岡中学校 00:11:04ｶｹﾊﾀ ﾊﾙﾄ 岩手県二戸市欠端　陽向 ｶｹﾊﾀ ﾋﾅﾀ2 4083 浜川　舜斗 遠野中学校 00:11:22ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝﾄ 岩手県遠野市浜川　柊二 ﾊﾏｶﾜ ｼｭｳｼﾞ3 4085 小野寺　悠 サンビレＲＣ 00:11:50ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 岩手県一戸町小野寺　凰 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳ4 4005 山口　俊輔 リベンジ 00:12:00ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 岩手県宮古市山口　隆ノ介 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ5 4080 東海林　信之 山下小学校 00:12:07ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県山元町東海林　拓実 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾐ6 4051 木村　恵巳 たんぽぽＲＣ 00:12:11ｷﾑﾗ ｴﾐ 宮城県仙台市木村　悟 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ7 4082 高橋　巧 緑が丘小学校 00:12:27ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 岩手県盛岡市高橋　陸 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ8 4100 高橋　隆悦 七転八起 00:12:29ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｴﾂ 宮城県名取市高橋　明愛 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ9 4121 及川　寛太 河北陸上スポ少 00:12:35ｵｲｶﾜ ｶﾝﾀ 宮城県石巻市及川　琳太 ｵｲｶﾜ ﾘﾝﾀ10 4125 千田　忠芳 胆沢南走会 00:13:00ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 岩手県奥州市千田　琉生 ﾁﾀﾞ ﾙｲ11 4099 高橋　隼 00:13:04ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 岩手県金ケ崎町高橋　楓 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ12 4042 佐藤　かずみ 奥州市立水沢小学校６年 00:13:11ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ 岩手県奥州市佐藤　佳亮 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ13 4104 上條　雄喜 00:13:40ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 岩手県奥州市上條　実乃里 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾉﾘ14 4072 鈴木　祐市 奥州市立胆沢第一小学校 00:13:55ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 岩手県奥州市鈴木　琉斗 ｽｽﾞｷ ﾙｲﾄ15 4088 相馬　陽子 00:14:05ｿｳﾏ ﾖｳｺ 岩手県矢巾町相馬　悠人 ｿｳﾏ ﾊﾙﾄ16 4119 三上　真矢 田尻小学校 00:14:07ﾐｶﾐ ｼﾝﾔ 宮城県大崎市三上　凌平 ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ17 4009 熊谷　凜 岩手テコンドークラブ 00:14:10ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝ 岩手県盛岡市熊谷　怜大 ｸﾏｶﾞｲ ﾚｵ18 4093 大志田　紀子 システムエイド 00:14:14ｵｵｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 岩手県盛岡市大志田　芽依 ｵｵｼﾀﾞ ﾒｲ19 4133 阿部　円 00:14:20ｱﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 岩手県北上市阿部　虎鉄 ｱﾍﾞ ｺﾃﾂ20 4112 綱川　高志 00:14:26ﾂﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 岩手県北上市綱川　颯太朗 ﾂﾅｶﾞﾜ ｿｳﾀﾛｳ21 4084 前原　紀敏 00:14:40ﾏｴﾊﾗ ﾉﾘﾄｼ 岩手県盛岡市前原　万波 ﾏｴﾊﾗ ﾏﾅﾐ22 4017 佐藤　正樹 00:15:10ｻﾄｳ ﾏｻｷ 岩手県奥州市佐藤　結衣 ｻﾄｳ ﾕｲ23 4070 菊地　則好 00:15:12ｷｸﾁ ﾉﾘﾖｼ 岩手県奥州市及川　主衣 ｵｲｶﾜ ｼｭｲ24 4132 佐藤　英樹 00:15:32ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 岩手県奥州市佐藤　翼 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ25 4115 大内　健介 00:15:40ｵｵｳﾁ ｹﾝｽｹ 岩手県奥州市大内　奏那 ｵｵｳﾁ ｶﾝﾅprint:2019/06/02 12:06:39 1/7 ページTimed by　アイサム
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大会記録： 00:10:2326 4043 石川　祐太 00:15:46ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ 岩手県金ケ崎町中家　颯眞 ﾅｶﾔ ｿｳﾏ27 4102 浅沼　充志 00:15:47ｱｻﾇﾏ ｱﾂｼ 岩手県花巻市浅沼　柊志 ｱｻﾇﾏ ｼｭｳｼﾞ28 4148 小山　弘和 猿沢小学校 00:15:56ｵﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 岩手県一関市小山　航生 ｵﾔﾏ ｺｳｾｲ29 4090 菊地　大二郎 菊地家 00:16:02ｷｸﾁ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 岩手県奥州市菊地　一颯 ｷｸﾁ ｲｯｻ30 4011 加藤　惇郎 チーム髙安晃 00:16:08ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾛｳ 岩手県金ケ崎町加藤　悠太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ31 4135 髙橋　祐美子 永徳寺クラブ 00:16:10ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 岩手県金ケ崎町髙橋　花奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ32 4057 畠山　勝博 00:16:14ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ 岩手県金ケ崎町畠山　凌央 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ33 4120 藤本　正豪 00:16:33ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲｺﾞｳ 岩手県滝沢市藤本　凛央 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｵ34 4074 及川　憲一 00:16:34ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ 岩手県奥州市及川　栞 ｵｲｶﾜ ｼｵﾘ35 4032 小原　大行 00:16:44ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 岩手県金ケ崎町小原　美涼 ｵﾊﾞﾗ ﾐｽｽﾞ36 4144 高橋　辰幸 ＪＡ岩手ふるさと協同サービス 00:16:54ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾕｷ 岩手県金ケ崎町髙橋　夏音 ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ37 4026 佐藤　綾 00:16:58ｻﾄｳ ｱﾔ 岩手県奥州市佐藤　志音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ38 4029 高橋　公仁子 第一小学校 00:17:02ﾀｶﾊｼ ｸﾆｺ 岩手県金ケ崎町高橋　幸大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ39 4063 及川　裕司 00:17:04ｵｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ 岩手県花巻市及川　りり子 ｵｲｶﾜ ﾘﾘｺ40 4149 盛合　麻紀子 00:17:07ﾓﾘｱｲ ﾏｷｺ 岩手県矢巾町盛合　聖騎 ﾓﾘｱｲ ｾｲｷ41 4079 古舘　孝広 金ケ崎町立第一小 00:17:08ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ 岩手県金ケ崎町古舘　妃彩 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾋｲﾛ42 4109 永井　毅 00:17:13ﾅｶﾞｲ ﾂﾖｼ 岩手県盛岡市永井　竣大 ﾅｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ43 4116 髙松　博明 立花クラブ 00:17:20ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 岩手県北上市髙松　夢 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾒ44 4162 門田　善也 金ケ崎保育園 00:17:21ｶﾄﾞﾀ ﾖｼﾔ 岩手県金ケ崎町門田　逢音 ｶﾄﾞﾀ ｱｲﾄ45 4161 阿部　奉文 00:17:26ｱﾍﾞ ﾄﾓﾌﾐ 岩手県金ケ崎町阿部　友香 ｱﾍﾞ ﾄﾓｶ46 4008 遠藤　美由紀 00:17:34ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 岩手県奥州市遠藤　虎太郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ47 4107 新関　誠 00:17:38ﾆｲｾﾞｷ ﾏｺﾄ 岩手県紫波町新関　飛陽 ﾆｲｾﾞｷ ﾋﾖ48 4097 遠藤　麗 00:17:41ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲ 岩手県奥州市遠藤　莉子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｺ49 4089 佐藤　南 00:17:42ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 宮城県仙台市佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ50 4073 鈴木　麻代子 奥州市立胆沢第一小学校 00:17:48ｽｽﾞｷ ﾏﾖｺ 岩手県奥州市鈴木　翔大 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄprint:2019/06/02 12:06:40 2/7 ページTimed by　アイサム
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大会記録： 00:10:2351 4136 平野　翼 00:17:52ﾋﾗﾉ ﾂﾊﾞｻ 岩手県盛岡市平野　紬 ﾋﾗﾉ ﾂﾑｷﾞ52 4164 佐々木　絵利 00:17:56ｻｻｷ ｴﾘ 岩手県北上市佐々木　瞬 ｻｻｷ ｼｭﾝ53 4152 菊地　昭広 00:17:56ｷｸﾁ ｱｷﾋﾛ 岩手県金ケ崎町菊地　慈桜 ｷｸﾁ ｼｵ54 4016 千葉　廣紀 00:17:59ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ 岩手県一関市千葉　七彩 ﾁﾊﾞ ﾅﾅ55 4036 菊池　毅 00:18:02ｷｸﾁ ﾂﾖｼ 岩手県金ケ崎町菊池　悠志 ｷｸﾁ ﾕｳｼ56 4023 若狭　豊 00:18:12ﾜｶｻ ﾕﾀｶ 岩手県金ケ崎町若狭　來希 ﾜｶｻ ﾗｲｷ57 4165 三和　一寿 シオノギファーマ 00:18:22ﾐﾜ ｶｽﾞﾋｻ 岩手県金ケ崎町三和　祷直 ﾐﾜ ﾄｳﾏ58 4154 豊田　卓宏 00:18:26ﾄﾖﾀ ﾀｶﾋﾛ 岩手県盛岡市豊田　蓮斗 ﾄﾖﾀ ﾚﾝﾄ59 4069 及川　聖文 金ヶ崎小学校 00:18:27ｵｲｶﾜ ﾄｼﾌﾐ 岩手県金ケ崎町及川　琉生 ｵｲｶﾜ ﾙｲ60 4024 平賀　弘恵 00:18:28ﾋﾗｶ ﾋﾛｴ 岩手県花巻市平賀　奏一郎 ﾋﾗｶ ｿｳｲﾁﾛｳ61 4007 樋口　孝子 胆沢第一小学校 00:18:34ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｺ 岩手県奥州市樋口　心菜 ﾋｸﾞﾁ ｺｺﾅ62 4027 佐藤　政夫 00:18:36ｻﾄｳ ﾏｻｵ 岩手県奥州市佐藤　千歳 ｻﾄｳ ﾁﾄｾ63 4145 江釣子　卓磨 00:18:37ｴﾂﾞﾘｺ ﾀｸﾏ 岩手県滝沢市江釣子　卓人 ｴﾂﾞﾘｺ ﾀｸﾄ64 4067 菅原　晋 00:18:40ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝ 岩手県金ケ崎町菅原　龍人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾄ65 4131 佐藤　智香子 00:18:41ｻﾄｳ ﾁｶｺ 岩手県奥州市佐藤　翔 ｻﾄｳ ｶｹﾙ66 4037 小原　勝也 00:18:44ｵﾊﾞﾗ ｶﾂﾔ 岩手県金ケ崎町小原　碧 ｵﾊﾞﾗ ｱｵｲ67 4047 小原　隆雅 00:18:46ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾏｻ 岩手県北上市小原　大空 ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ68 4031 菊池　義弘 00:18:47ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾛ 岩手県金ケ崎町菊池　愉菜 ｷｸﾁ ﾕﾅ69 4137 吉田　裕志 00:18:50ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 岩手県花巻市高橋　妃那 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ70 4171 菊地　祐一 00:18:51ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ 岩手県金ケ崎町菊地　王雅 ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ71 4058 小松田　佑介 ｄｏＭ 00:18:52ｺﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 秋田県大仙市小松田　掌絆 ｺﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｷ72 4150 熊谷　寿 00:18:59ｸﾏｶﾞｲ ﾋｻｼ 岩手県盛岡市熊谷　静菜 ｸﾏｶﾞｲ ｼｽﾞﾅ73 4098 樋口　寿枝 00:19:06ﾋｸﾞﾁ ﾄｼｴ 岩手県北上市樋口　湊士 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ74 4117 菊池　康晴 奥州星耶グループ 00:19:07ｷｸﾁ ﾔｽﾊﾙ 岩手県奥州市菊池　愛浬 ｷｸﾁ ｱｲﾘ75 4159 橋爪　博明 オリンパスメディカルサイエンス 00:19:26ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｱｷ 岩手県盛岡市橋爪　優子 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｺprint:2019/06/02 12:06:40 3/7 ページTimed by　アイサム
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大会記録： 00:10:2376 4086 石田　真幸 00:19:27ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ 岩手県奥州市石田　悠記 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｷ77 4127 川村　真裕 00:19:28ｶﾜﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 岩手県盛岡市川村　隼人 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ78 4049 小野寺　芳彦 おのでらおやこ 00:19:29ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾋｺ 岩手県北上市小野寺　花帆 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾎ79 4004 大坂　妙子 00:19:30ｵｵｻｶ ﾀｴｺ 岩手県陸前高田市大坂　樹 ｵｵｻｶ ｲﾂｷ80 4076 佐藤　綾子 00:19:31ｻﾄｳ ｱﾔｺ 岩手県盛岡市佐藤　大暉 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ81 4091 松本　文雄 の 00:19:42ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ 岩手県盛岡市松本　和佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ82 4143 箱崎　栄里 00:19:47ﾊｺｻﾞｷ ｴﾘ 岩手県奥州市箱崎　岳 ﾊｺｻﾞｷ ｶﾞｸ83 4066 藤田　雄造 00:19:52ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ 青森県東北町藤田　蒼介 ﾌｼﾞﾀ ｿｳｽｹ84 4118 佐野　大樹 00:20:00ｻﾉ ﾋﾛｷ 岩手県一関市佐野　陽太 ｻﾉ ﾊﾙﾀ85 4166 釜石　舞 東芝半導体 00:20:08ｶﾏｲｼ ﾏｲ 岩手県金ケ崎町釜石　恕昊 ｶﾏｲｼ ﾐﾋﾛ86 4122 藤井　慎也 00:20:10ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾔ 岩手県北上市藤井　研太朗 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ87 4071 山本　雄太郎 ＪＡ岩手県中央会＆東北労働金 00:20:15ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 岩手県盛岡市山本　まい ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ88 4021 千葉　拓也 00:20:21ﾁﾊﾞ ﾀｸﾔ 岩手県金ケ崎町千葉　悠翔 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ89 4075 及川　茜 00:20:25ｵｲｶﾜ ｱｶﾈ 岩手県奥州市及川　裕登 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ90 4124 浅沼　竜平 00:20:28ｱｻﾇﾏ ﾘｭｳﾍｲ 岩手県盛岡市浅沼　はゆる ｱｻﾇﾏ ﾊﾕﾙ91 4061 澤田　弘光 00:20:30ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 岩手県花巻市澤田　佳音 ｻﾜﾀﾞ ｶﾉﾝ92 4038 伊藤　晶子 岩手テコンドークラブ 00:20:31ｲﾄｳ ｱｷｺ 岩手県普代村伊藤　駿成 ｲﾄｳ ﾄｼﾅﾘ93 4087 後藤　由雄 00:20:33ｺﾞﾄｳ ﾖｼｵ 岩手県滝沢市後藤　夏子 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｺ94 4106 瀧川　由美子 00:20:36ﾀｷｶﾜ ﾕﾐｺ 岩手県北上市瀧川　哲也 ﾀｷｶﾜ ﾃﾂﾔ95 4126 中机　純子 県南レジェンドランナーズ 00:20:39ﾅｶﾂｸｴ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県一関市中机　采音 ﾅｶﾂｸｴ ｺﾄﾈ96 4113 遠田　亜紀 00:20:48ｴﾝﾀ ｱｷ 岩手県金ケ崎町遠田　紗月 ｴﾝﾀ ｻﾂｷ97 4006 田中　純一 00:20:50ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県盛岡市田中　郁子 ﾀﾅｶ ｲｸｺ98 4048 小野寺　千重 ヨコミチランニングクラブ 00:20:51ｵﾉﾃﾞﾗ ﾁｴ 岩手県金ケ崎町小野寺　千咲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾁｻ99 4010 高橋　辰瑠 00:21:06ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾙ 岩手県金ケ崎町高橋　あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ100 4041 藤澤　大之 00:21:07ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 岩手県金ケ崎町藤澤　岬也 ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳﾔprint:2019/06/02 12:06:40 4/7 ページTimed by　アイサム
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大会記録： 00:10:23101 4033 千田　崇 00:21:07ﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 岩手県金ケ崎町千田　野乃夏 ﾁﾀﾞ ﾉﾉｶ102 4053 鈴木　好 00:21:12ｽｽﾞｷ ｺﾉﾐ 岩手県平泉町鈴木　佐奈 ｽｽﾞｷ ｻﾅ103 4160 山根　泰裕 00:21:16ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ 岩手県金ケ崎町山根　心虹 ﾔﾏﾈ ｺｺ104 4123 石川　敬 00:21:24ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 岩手県奥州市石川　空知 ｲｼｶﾜ ｿﾗﾁ105 4169 小野寺　カオリ 00:21:25ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｵﾘ 岩手県金ケ崎町小野寺　惟織 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｵﾘ106 4138 齋藤　朋子 00:21:37ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ 岩手県盛岡市齋藤　脩伍 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞ107 4170 平賀　正人 東北精密株式会社 00:21:48ﾋﾗｶﾞ ﾏｻﾄ 岩手県金ケ崎町平賀　奏大 ﾋﾗｶﾞ ｿｳﾀﾞｲ108 4013 佐藤　智 00:21:49ｻﾄｳ ｻﾄｼ 岩手県奥州市佐藤　真由美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ109 4003 菅原　浩二 00:21:51ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 岩手県花巻市菅原　千聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ110 4114 菅原　慎一 00:22:04ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ 岩手県金ケ崎町菅原　快士 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼ111 4050 伊藤　絵梨香 00:22:05ｲﾄｳ ｴﾘｶ 岩手県盛岡市伊藤　太智 ｲﾄｳ ﾀｲﾁ112 4035 髙野　恭一 金ケ崎小学校 00:22:08ﾀｶﾉ ｷｮｳｲﾁ 岩手県金ケ崎町髙野　葵衣 ﾀｶﾉ ｷｲ113 4163 阿部　隼加 00:22:15ｱﾍﾞ ﾊﾔｶ 岩手県奥州市阿部　虹歩 ｱﾍﾞ ﾆｼﾞﾎ114 4028 千葉　節子 00:22:46ﾁﾊﾞ ｾﾂｺ 岩手県平泉町千田　知子 ﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ115 4039 千枝　大志 00:22:47ﾁｴﾀﾞ ﾀｲｼ 岩手県金ケ崎町千枝　咲良 ﾁｴﾀﾞ ｻｸﾗ116 4142 小原　一枝 00:23:11ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞｴ 岩手県奥州市松本　歩美 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ117 4059 小松田　有佳 ｄｏＭ 00:23:15ｺﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ 秋田県大仙市小松田　侑絆 ｺﾏﾂﾀﾞ ﾀｽｷ118 4108 佐藤　茂利 駒形こどもの杜にこにこ組 00:23:18ｻﾄｳ ｼｹﾞﾄｼ 岩手県奥州市佐藤　丞太郎 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ119 4045 工藤　隆行 00:23:25ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 岩手県北上市工藤　大地 ｸﾄﾞｳ ﾀｲﾁ120 4139 栗畑　優史 滝沢中央小学校 00:23:29ｸﾘﾊﾀ ﾏｻﾋﾄ 岩手県滝沢市栗畑　義斗 ｸﾘﾊﾀ ﾖｼﾄ121 4030 千葉　民子 00:23:34ﾁﾊﾞ ﾀﾐｺ 岩手県平泉町千葉　利子 ﾁﾊﾞ ﾄｼｺ122 4158 藤本　真世 00:23:43ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾖ 岩手県奥州市藤本　結茉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾏ123 4167 藤本　雄一 00:23:44ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 岩手県奥州市藤本　一世 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲｯｾｲ124 4134 林　見世 00:23:45ﾊﾔｼ ﾐﾖ 岩手県盛岡市林　迅矢 ﾊﾔｼ ﾄｷﾔ125 4078 村上　瞳 南都田小学校 00:23:52ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄﾐ 岩手県奥州市村上　穂乃花 ﾑﾗｶﾐ ﾎﾉｶprint:2019/06/02 12:06:40 5/7 ページTimed by　アイサム
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大会記録： 00:10:23126 4018 大平　拓元 00:23:55ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 岩手県奥州市大平　彩綺 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｻｷ127 4001 千葉　美雄 00:24:16ﾁﾊﾞ ﾖｼｵ 岩手県金ケ崎町千葉　雄翔 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ128 4002 田中　仁 00:24:28ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岩手県盛岡市田中　シゲ ﾀﾅｶ ｼｹﾞ129 4155 佐藤　大祐 00:24:37ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県金ケ崎町佐藤　柚里菜 ｻﾄｳ ﾕﾘﾅ130 4044 及川　尭允 00:24:47ｵｲｶﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ 岩手県金ケ崎町及川　陽斗 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾄ131 4130 小野寺　敬 一関市立山目小学校 00:24:48ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶｼ 岩手県一関市小野寺　桜千 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾁ132 4110 鎌田　大樹 00:25:06ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 岩手県花巻市鎌田　将央 ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳ133 4128 榊　文仁 エンジェルぼいす 00:25:31ｻｶｷ ｱﾔﾋﾄ 岩手県金ケ崎町榊　奏音 ｻｶｷ ｶﾅﾃﾞ134 4040 千枝　雅子 00:25:46ﾁｴﾀﾞ ﾏｻｺ 岩手県金ケ崎町千枝　明寧 ﾁｴﾀﾞ ｱｶﾈ135 4096 宮本　憲二 00:26:17ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 岩手県盛岡市宮本　彩瑛 ﾐﾔﾓﾄ ｻｴ136 4151 熊谷　周子 00:26:24ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺ 岩手県盛岡市熊谷　悠里 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾘ137 4103 東海林　豊 チームショウジ 00:26:34ｼｮｳｼﾞ ﾕﾀｶ 東京都文京区東海林　元気 ｼｮｳｼﾞ ｹﾞﾝｷ138 4147 亀田　真太郎 アイビーシー岩手放送 00:26:37ｶﾒﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 岩手県北上市亀田　錬 ｶﾒﾀ ﾚﾝ139 4015 菊地　美江子 前沢保育所あおぞら園 00:26:51ｷｸﾁ ﾐｴｺ 岩手県奥州市菊地　麗禾 ｷｸﾁ ﾚｲｶ140 4157 小嶋　恵子 00:27:05ｺｼﾞﾏ ｹｲｺ 岩手県金ケ崎町小嶋　和華 ｺｼﾞﾏ ﾜｶ141 4156 小嶋　亮 00:27:06ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 岩手県金ケ崎町小嶋　華乎 ｺｼﾞﾏ ｶｺ142 4101 菊地　洋輔 00:27:23ｷｸﾁ ﾖｳｽｹ 岩手県盛岡市菊地　碧海 ｷｸﾁ ｱｵﾐ143 4141 松本　和浩 00:27:48ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県奥州市松本　陽向 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ144 4020 酒井　昌徳 00:27:48ｻｶｲ ﾏｻﾉﾘ 岩手県一関市酒井　晴希 ｻｶｲ ﾊﾙｷ145 4060 金澤　香織 00:28:01ｶﾅｻﾞﾜ ｶｵﾘ 岩手県奥州市金澤　史妃 ｶﾅｻﾞﾜ ｼｷ146 4025 高橋　秀信 00:28:09ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 岩手県花巻市高橋　美真 ﾀｶﾊｼ ﾐﾏ147 4105 中村　真希 00:28:10ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ 岩手県盛岡市中村　凜乃 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾉ148 4068 佐藤　竜介 00:28:15ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 岩手県一関市佐藤　みのり ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ149 4014 大内　治 00:28:37ｵｵｳﾁ ｵｻﾑ 岩手県奥州市大内　歩有人 ｵｵｳﾁ ｱﾕﾄ150 4065 渡邉　彩 00:29:38ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 岩手県奥州市渡邉　こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛprint:2019/06/02 12:06:40 6/7 ページTimed by　アイサム
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大会記録： 00:10:23151 4129 小野寺　貴子 00:29:43ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶｺ 岩手県一関市小野寺　泰士 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｲｼ152 4081 山火　有希 00:32:10ﾔﾏﾋﾞ ﾕｷ 岩手県北上市山火　芽生 ﾔﾏﾋﾞ ﾒｲ153 4111 山門　知美 00:34:07ﾔﾏｶﾄﾞ ﾄﾓﾐ 岩手県北上市山門　魁士 ﾔﾏｶﾄﾞ ｶｲｼﾞ154 4092 栗原　由香理 00:34:37ｸﾘﾊﾗ ﾕｶﾘ 岩手県花巻市栗原　遥士 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾄ155 4046 山田　毅 00:34:39ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 岩手県盛岡市山田　千彩 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｻ156 4077 村上　伸哉 南都田幼稚園 00:35:15ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 岩手県奥州市村上　菜那花 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅｶ157 4095 古舘　功平 00:35:36ﾌﾙﾀﾞﾃ ｺｳﾍｲ 岩手県奥州市古舘　功一 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｺｳｲﾁ158 4054 野村　貴裕 00:35:58ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 岩手県盛岡市野村　弥 ﾉﾑﾗ ﾔﾔ159 4140 栗畑　舞子 すずの音保育園 00:36:33ｸﾘﾊﾀ ﾏｲｺ 岩手県滝沢市栗畑　慶也 ｸﾘﾊﾀ ﾐﾁﾔ160 4019 伊藤　妃奈子 00:36:40岩手県金ケ崎町伊藤　ふた葉161 4168 鹿島　佳子 00:38:51ｶｼﾏ ﾖｼｺ 岩手県金ケ崎町鹿島　佳子 ｶｼﾏ ﾖｼｺ
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