
順位ﾅﾝﾊﾞｰ氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ハーフ男子１８歳～３９歳

市区町村県名

1:11:02大会記録：

175 新田　慧 ﾆｯﾀ ｻﾄｼ  1:09:50敬愛園1 新岩手県北上市

221 工藤　郁也 ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ  1:14:34エフアンドディ2 岩手県八幡平市

153 菅井　拓也 ｽｶﾞｲ ﾀｸﾔ  1:16:46ＹＫＫＡＰ東北3 宮城県大崎市

145 小野寺　裕太郎 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾀﾛｳ  1:18:47一関市役所4 岩手県一関市

101 進藤　英樹 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ  1:18:53湯沢雄勝陸協5 秋田県湯沢市

104 橋場　英雄 ﾊｼﾊﾞ ﾋﾃﾞｵ  1:19:276 岩手県宮古市

113 千葉　智宏 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ  1:20:17トヨタ自動車東日本(株)7 岩手県北上市

192 吉田　幸志 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ  1:21:09チームいこい8 岩手県滝沢市

150 伊井　誠 ｲｲ ﾏｺﾄ  1:21:59東京都陸上競技会9 東京都世田谷区

122 柴田　和成 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ  1:23:17北杜地質Ｃ10 岩手県盛岡市

154 土肥　恭平 ﾄﾞﾋ ｷｮｳﾍｲ  1:23:34ＹＫＫＡＰ東北11 宮城県大崎市

227 渡邊　宏悦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｴﾂ  1:23:3612 秋田県秋田市

103 金野　拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ  1:24:3413 岩手県釜石市

164 平山　貴士 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  1:25:14ホルツ14 岩手県盛岡市

108 齊藤　時勝 ｻｲﾄｳ ﾄｷｶﾂ  1:26:12森山クラブ15 岩手県金ケ崎町

125 手嶋　真紀 ﾃｼﾏ ﾏｻｷ  1:27:32角田松島ＲＵＮ16 宮城県角田市

243 小野　千里 ｵﾉ ﾁｻﾄ  1:27:42大仙仙北陸協17 秋田県大仙市

144 鈴木　淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ  1:28:01リスペクト18 宮城県美里町

119 大村　和臣 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞｵﾐ  1:28:17大村ンナーズ19 岩手県雫石町

160 宮川　泰季 ﾐﾔｶﾜ ﾔｽﾄｼ  1:28:18紫波郡矢巾町民20 岩手県矢巾町

148 北山　智行 ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ  1:29:3221 岩手県盛岡市

242 小野　貴 ｵﾉ ﾀｶｼ  1:30:05河南町陸上競技協会22 宮城県松島町

106 千葉　旭人 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾄ  1:30:3723 千葉県千葉市

170 高野　和文 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ  1:30:59矢巾町陸協24 岩手県矢巾町

135 荒屋　大樹 ｱﾗﾔ ﾋﾛｷ  1:31:44リコー陸友会25 宮城県柴田町

204 若松　瑞樹 ﾜｶﾏﾂ ﾐｽﾞｷ  1:32:36遠野ＡＣ26 岩手県遠野市

244 後藤　勝貴 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｷ  1:32:5227 岩手県金ケ崎町

200 矢吹　裕一 ﾔﾌﾞｷ ﾕｳｲﾁ  1:33:1328 宮城県仙台市

139 菅原　将成 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾅﾘ  1:33:4629 岩手県一関市

197 山田　毅 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ  1:33:55三ツ石烈火30 岩手県盛岡市

186 高橋　辰哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  1:34:4831 岩手県雫石町

155 山内　仁 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞﾝ  1:35:03風のとおり道32 宮城県南三陸町

121 安部　正教 ｱﾝﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ  1:35:27岩手陸上競技協会33 岩手県奥州市

156 阿部　広利 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ  1:37:3434 宮城県南三陸町

110 宮崎　貴史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ  1:38:0135 岩手県滝沢市

166 佐藤　雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ  1:38:20宮城陸上競技協会36 宮城県仙台市

178 木田　和也 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  1:38:4337 岩手県一関市

129 田中　悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ  1:38:49田尻村38 秋田県大館市

225 加藤　純 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ  1:38:52ＳＱＵＡＤＲＡ39 宮城県名取市

142 高崎　祐 ﾀｶｻｷ ﾕｳ  1:38:5940 秋田県大館市

105 千田　和也 ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  1:39:1941 岩手県花巻市

224 村上　智明 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ  1:40:0442 山形県酒田市

230 大庭　淳 ｵｵﾊﾞ ｱﾂｼ  1:40:2743 宮城県仙台市

127 伊藤　勇輝 ｲﾄｳ ﾕｳｷ  1:40:30角田松島ＲＵＮ44 宮城県仙台市

213 佐藤　達之 ｻﾄｳ ﾀﾂﾕｷ  1:40:5745 岩手県金ケ崎町

126 目黒　佳輔 ﾒｸﾞﾛ ｹｲｽｹ  1:40:59角田松島ＲＵＮ46 宮城県仙台市

136 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  1:41:0647 岩手県奥州市

185 臼澤　洋喜 ｳｽｻﾞﾜ ﾋﾛｷ  1:41:20必死のパッチ48 岩手県大槌町

102 澤藤　拓野 ｻﾜﾌｼﾞ ﾀｸﾔ  1:41:2049 岩手県盛岡市

143 川村　直輝 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｷ  1:41:22富士大学50 岩手県花巻市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ハーフ男子１８歳～３９歳

市区町村県名

1:11:02大会記録：

228 細谷　昭平 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ  1:41:3851 岩手県陸前高田市

162 八重樫　正臣 ﾔｴｶﾞｼ ﾏｻｵﾐ  1:42:3952 岩手県北上市

215 佐々木　忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ  1:43:21農研センター53 岩手県北上市

237 佐藤　陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ  1:43:43東北丸和ＡＣ54 宮城県仙台市

222 木下　昌也 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾔ  1:43:54森永マラソン部55 岩手県盛岡市

233 守屋　英海 ﾓﾘﾔ ﾋﾃﾞﾐ  1:44:4556 岩手県大槌町

169 白椛　光平 ｼﾗｶﾊﾞ ｺｳﾍｲ  1:45:2757 岩手県盛岡市

116 鈴木　雅芳 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ  1:46:2358 岩手県金ケ崎町

212 細越　翔太 ﾎｿｺﾞｴ ｼｮｳﾀ  1:48:1059 岩手県花巻市

208 澤里　和幸 ｻﾜｻﾄ ｶｽﾞﾖｼ  1:48:30トロイカ60 岩手県北上市

201 張磨　陽祐 ﾊﾘﾏ ﾖｳｽｹ  1:48:33岩手大学走友会61 岩手県盛岡市

147 小野寺　俊太 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭﾝﾀ  1:48:5062 岩手県一関市

138 及川　和也 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾔ  1:49:0863 岩手県奥州市

111 青柳　秀明 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:50:3664 岩手県一関市

245 本田　健 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝ  1:50:42岩手大学65 岩手県盛岡市

203 安海　貴 ｱｽﾞﾐ ﾀｶｼ  1:50:4666 岩手県一関市

165 菊池　武人 ｷｸﾁ ﾀｹﾄ  1:51:1967 岩手県一関市

151 坂本　昂祐 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ  1:51:32ながまち接骨院68 宮城県仙台市

167 津田　豪 ﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ  1:51:5869 宮城県多賀城市

189 大峯　将軍 ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾕｷ  1:53:05（株）ＦＴＳ70 岩手県金ケ崎町

199 辻野　琢也 ﾂｼﾞﾉ ﾀｸﾔ  1:53:37ランばる71 岩手県一関市

123 尾形　広人 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ  1:53:41チームＫ72 岩手県盛岡市

118 須藤　勝哉 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾔ  1:54:0273 岩手県北上市

205 浅野　文博 ｱｻﾉ ﾌﾐﾋﾛ  1:54:2474 岩手県滝沢市

120 阿部　広美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ  1:55:0075 岩手県奥州市

209 後藤　亮 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ  1:55:12金ケ崎町役場76 岩手県金ケ崎町

218 森　健陽 ﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ  1:55:1577 岩手県八幡平市

229 佐藤　芳行 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ  1:55:3678 岩手県釜石市

149 日影　圭太 ﾋｶｹﾞ ｹｲﾀ  1:55:42７１１金ヶ崎Ｂ79 岩手県金ケ崎町

206 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ  1:56:0180 岩手県紫波町

158 平野　俊輔 ﾋﾗﾉ ｼｭﾝｽｹ  1:56:0481 岩手県北上市

140 藤原　幹伍 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝｺﾞ  1:57:19北上上野中学校82 岩手県金ケ崎町

187 池田　将季 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ  1:57:2383 岩手県花巻市

146 笹川　貴司 ｻｻｶﾜ ﾀｶｼ  1:58:3984 宮城県仙台市

219 梶原　涼 ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ  1:59:1685 宮城県大和町

115 岩隈　大樹 ｲﾜｸﾏ ﾀｲｼﾞｭ  2:00:3386 岩手県金ケ崎町

176 金山　大地 ｶﾈﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ  2:00:5587 宮城県富谷町

236 家子　和寛 ｲｴｺ ｶｽﾞﾋﾛ  2:01:1988 岩手県北上市

173 三浦　健太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  2:02:58Ｋ＆Ｓ89 岩手県岩泉町

214 岩渕　翔太 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｮｳﾀ  2:03:01チームさわなり90 岩手県平泉町

157 高橋　亨 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ  2:03:31武蔵ＥＮＧ91 秋田県横手市

112 大村　毅 ｵｵﾑﾗ ﾂﾖｼ  2:04:0692 岩手県奥州市

128 箭内　貴志 ﾔﾅｲ ﾀｶｼ  2:04:10ＯＳＰ北日本93 福島県田村市

181 黒沢　真照 ｸﾛｻﾜ ﾏｻｱｷ  2:04:4694 岩手県二戸市

240 黒澤　豊 ｸﾛｻﾜ ﾕﾀｶ  2:05:16ニューフレンド95 宮城県仙台市

223 鈴木　正樹 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ  2:05:2796 秋田県由利本荘市

174 髙橋　遼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ  2:05:32フジテック97 東京都杉並区

133 島田　拓治 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ  2:06:3898 宮城県仙台市

232 東野　高志 ｱｽﾞﾏﾉ ﾀｶｼ  2:07:0399 岩手県北上市

172 高橋　優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ  2:07:12オアシス薬局100 岩手県矢巾町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ハーフ男子１８歳～３９歳

市区町村県名

1:11:02大会記録：

184 山口　義孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ  2:08:26いつつ星会101 青森県三戸町

179 新田　浩平 ﾆｯﾀ ｺｳﾍｲ  2:09:44102 岩手県金ケ崎町

114 千田　寛希 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ  2:09:46103 岩手県奥州市

193 饗庭　晋一郎 ｱｲﾊﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ  2:11:10104 宮城県仙台市

163 鈴木　強史 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ  2:11:59105 岩手県釜石市

107 高橋　一生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ  2:12:45106 秋田県秋田市

183 長谷川　亮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ  2:13:36107 新潟県新潟市

171 Ｏｂｗｏｎｉ　Ｂｅｎｊａｍｉｎ ｵﾎﾞｰﾆ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ  2:16:20108 岩手県北上市

207 佐藤　廉 ｻﾄｳ ﾚﾝ  2:17:00109 岩手県紫波町

217 平岡　清春 ﾋﾗｵｶ ｷﾖﾊﾙ  2:18:09110 宮城県仙台市

238 千田　和久 ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ  2:23:03111 岩手県奥州市

182 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ  2:24:42112 岩手県花巻市

196 近藤　敏恒 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾂﾈ  2:25:21113 北海道旭川市

152 坂本　亮太 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ  2:27:15スティブル仙台114 宮城県仙台市

194 安藤　利幸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ  2:34:21岩手県115 岩手県盛岡市

Print : 2016/06/05 13:29:57 3 / 39 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位ﾅﾝﾊﾞｰ氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ハーフ男子４０歳以上

市区町村県名

1:11:02大会記録：

580 照井　正樹 ﾃﾙｲ ﾏｻｷ  1:16:50花巻ＡＣ1 岩手県花巻市

353 山田　智 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ  1:19:38軽米町陸上協会2 岩手県盛岡市

390 設楽　公貴 ｼﾀﾗ ｺｳｷ  1:21:17天童市陸協3 山形県天童市

442 長野　信悟 ﾅｶﾞﾉ ｼﾝｺﾞ  1:23:17笹間クラブ4 岩手県花巻市

476 吉田　晃一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ  1:24:14盛岡走友会5 岩手県盛岡市

559 神久保　貴幸 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ  1:26:206 岩手県滝沢市

323 畠山　澄夫 ﾊﾀｹﾔﾏ ｽﾐｵ  1:28:05トヨタ東日本7 岩手県北上市

548 藤野　崇之 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾕｷ  1:29:05盛岡走友会8 岩手県盛岡市

506 針生　善章 ﾊﾘｭｳ ﾖｼｱｷ  1:29:40コナミ北上9 岩手県北上市

409 勝山　裕之 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:29:43とまと屋さん10 岩手県花巻市

550 小松　淳 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ  1:30:16秋田新電元11 秋田県由利本荘市

464 奥野　泰幸 ｵｸﾉ ﾔｽﾕｷ  1:30:5112 宮城県仙台市

435 下田　隆史 ｼﾓﾀﾞ ﾀｶｼ  1:32:12七十七銀行13 宮城県多賀城市

574 藤村　尚志 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｼ  1:32:14緑ガッツ14 岩手県盛岡市

357 稲次　光昭 ｲﾅﾂｷﾞ ﾐﾂｱｷ  1:32:3415 岩手県宮古市

419 吉田　実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ  1:33:0916 宮城県栗原市

527 永松　健次 ﾅｶﾞﾏﾂ ｹﾝｼﾞ  1:33:41東北運輸局17 宮城県仙台市

393 杉　聖基 ｽｷﾞ ｾｲｷ  1:34:05トヨタ東日本18 岩手県盛岡市

455 秋本　泰明 ｱｷﾓﾄ ﾔｽｱｷ  1:34:23塩野義製薬19 奈良県奈良市

595 和賀　博 ﾜｶﾞ ﾋﾛｼ  1:34:52ＦＧＥＬ20 岩手県一関市

368 小野寺　優幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｺｳ  1:35:1821 岩手県奥州市

448 久保　剛 ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ  1:35:44ＣＲ２東日本22 岩手県盛岡市

380 多田　誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ  1:36:12岩手陸上競技協会23 岩手県盛岡市

343 後藤　志郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾛｳ  1:36:1324 岩手県奥州市

588 渡部　学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ  1:36:54豊岩中学校25 秋田県秋田市

434 倉茂　誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ  1:37:08宮城陸上競技会26 宮城県利府町

523 千葉　修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ  1:37:18胆沢南走会27 岩手県奥州市

564 佐藤　朋博 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ  1:37:48夜回り走友会28 宮城県仙台市

573 及川　秀明 ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ  1:37:53大槌ＲＣ29 岩手県北上市

418 佐藤　元康 ｻﾄｳ ﾓﾄﾔｽ  1:38:0330 青森県弘前市

309 千葉　直樹 ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ  1:38:2931 滋賀県大津市

483 大間々　真一 ｵｵﾏﾏ ｼﾝｲﾁ  1:38:33岩手医大救急32 岩手県滝沢市

400 白石　俊郎 ｼﾗｲｼ ﾄｼﾛｳ  1:38:58４２天伊地球号33 宮城県仙台市

324 菅原　憲哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔ  1:39:1034 岩手県金ケ崎町

395 高橋　文雄 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｵ  1:39:2435 岩手県北上市

317 櫛引　誠 ｸｼﾋﾞｷ ﾏｺﾄ  1:39:3536 青森県弘前市

556 女鹿　剛 ﾒｶﾞ ﾀｹｼ  1:39:4037 岩手県盛岡市

421 山崎　恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:39:47チーム味三昧38 岩手県盛岡市

452 小熊　優 ｵｸﾞﾏ ﾏｻﾙ  1:40:02秋田ＦＣ39 秋田県秋田市

338 公平　貢 ｺｳﾍｲ ﾐﾂｸﾞ  1:40:4140 宮城県仙台市

473 佐藤　義幸 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ  1:40:49岩沼ランナーズ41 宮城県岩沼市

524 峰川　進一 ﾐﾈｶﾜ ｼﾝｲﾁ  1:41:2242 岩手県盛岡市

552 青山　峰彦 ｱｵﾔﾏ ﾐﾈﾋｺ  1:41:25仙台明走会43 宮城県名取市

481 千葉　周二 ﾁﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ  1:41:2644 宮城県登米市

364 中村　健治 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  1:41:35宮城陸上競技協会45 宮城県仙台市

385 工藤　智宏 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ  1:41:4446 岩手県盛岡市

562 高橋　秀一 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ  1:42:0147 岩手県北上市

388 佐藤　宏 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ  1:42:15ウィングＡＣ48 千葉県柏市

458 岩並　秀一 ｲﾜﾅﾐ ｼｭｳｲﾁ  1:42:5749 宮城県多賀城市

501 菅原　孝一 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ  1:42:59一関楽走会50 岩手県一関市
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354 小野寺　茂 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞﾙ  1:42:5951 岩手県一関市

302 白鳥　文祐 ｼﾗﾄﾘ ﾌﾐﾋﾛ  1:43:01迫リコーＲＣ52 宮城県栗原市

414 吉田　昌史 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ  1:43:4453 岩手県北上市

537 山田　文則 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ  1:43:5754 岩手県矢巾町

348 藤澤　哲雄 ﾌｼﾞｻﾜ  1:44:0255 岩手県盛岡市

382 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  1:44:05東北電力ＩＨＭ56 岩手県奥州市

514 佐藤　祐 ｻﾄｳ ﾕｳ  1:44:1257 岩手県盛岡市

526 阿部　瑞男 ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｵ  1:44:21ＢｕＲＣ58 岩手県盛岡市

484 鈴木　恒臣 ｽｽﾞｷ ﾂﾈｵﾐ  1:45:0559 秋田県横手市

586 佐藤　泉雄 ｻﾄｳ ｲﾂｵ  1:45:1060 福島県国見町

516 佐藤　栄喜 ｻﾄｳ ｴｲｷ  1:45:2861 宮城県栗原市

406 野辺　洋志 ﾉﾍﾞ ﾋﾛｼ  1:45:3362 宮城県仙台市

314 和賀　竜彦 ﾜｶﾞ ﾀﾂﾋｺ  1:45:54いわて生協63 岩手県一関市

305 鈴木　確治 ｽｽﾞｷ ｶｸｼﾞ  1:46:0664 岩手県盛岡市

487 浪岡　潤一 ﾅﾐｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:46:11ＭＳＧ65 岩手県盛岡市

358 菊地　潤 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ  1:46:3166 岩手県奥州市

431 山本　成希 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ  1:46:4967 宮城県仙台市

417 長澤　和浩 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ  1:46:5768 山形県米沢市

491 宇佐美　利幸 ｳｻﾐ ﾄｼﾕｷ  1:47:00泉南ＲＣ69 秋田県秋田市

347 阿部　廣幸 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:47:0170 岩手県奥州市

547 米田　康治 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ  1:47:2771 大阪府堺市

497 高柴　裕太 ﾀｶｼﾊﾞ ﾕｳﾀ  1:47:3472 岩手県大槌町

529 平田　和朗 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ  1:47:5873 宮城県亘理町

334 熊谷　和典 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ  1:48:11岩手陸上競技協会74 岩手県盛岡市

387 鈴木　弘二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ  1:48:23あさひなサブ４75 宮城県大和町

594 阿部　裕一 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ  1:48:35宮城陸上競技協会76 福島県福島市

372 高橋　清人 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾄ  1:48:3977 岩手県盛岡市

405 村上　雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ  1:48:4078 岩手県陸前高田市

520 横谷　哲禎 ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ  1:49:0679 岩手県盛岡市

492 丹羽　賢 ﾆﾜ ｹﾝ  1:49:2480 愛知県名古屋市

446 吉田　敦 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ  1:49:5281 岩手県盛岡市

561 千田　栄幸 ﾁﾀﾞ ｴｲｺｳ  1:49:59緑森倶楽部82 岩手県奥州市

315 高橋　辰也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  1:50:1583 岩手県北上市

375 高橋　輝樹 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙｷ  1:50:1884 秋田県横手市

329 赤坂　光広 ｱｶｻｶ ｺｳﾋﾛ  1:50:2085 岩手県紫波町

519 伊藤　朝典 ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ  1:50:2486 東京都墨田区

535 柴田　晶広 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ  1:50:3687 岩手県宮古市

306 曵地　邦幸 ﾋｷﾁ ｸﾆﾕｷ  1:50:5388 岩手県花巻市

584 宮本　敏秋 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｱｷ  1:50:57ワルソック89 宮城県亘理町

447 高橋　裕之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ  1:51:02高章工営90 宮城県大崎市

459 遠藤　章 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ  1:51:22岩手銀行91 宮城県気仙沼市

355 菅原　隆一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｲﾁ  1:51:3292 岩手県一関市

312 信田　悦夫 ｼﾝﾀ ｴﾂｵ  1:51:4093 岩手県奥州市

485 菅原　清 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖｼ  1:51:4294 山形県鶴岡市

505 細川　幸夫 ﾎｿｶﾜ ｻﾁｵ  1:52:1695 岩手県盛岡市

544 多田　健市 ﾀﾀﾞ ｹﾝｲﾁ  1:52:17ケミコン岩手96 岩手県北上市

339 及川　茂行 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ  1:52:3697 岩手県奥州市

553 工藤　忠康 ｸﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾔｽ  1:52:4098 宮城県仙台市

379 佐藤　陽彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ  1:52:4599 宮城県仙台市

396 大峠　進 ｵｵﾄｳｹﾞ ｽｽﾑ  1:52:45100 岩手県紫波町
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479 中園　教一 ﾅｶｿﾞﾉ ｷｮｳｲﾁ  1:52:54シオノギ製薬101 岩手県花巻市

577 細川　興一 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁ  1:53:16細川薬局102 青森県十和田市

423 金山　正行 ｶﾈﾔﾏ ﾏｻﾕｷ  1:53:23103 岩手県北上市

558 筒井　玄一郎 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ  1:53:34104 岩手県奥州市

539 佐々木　重貴 ｻｻｷ ｼｹﾞｷ  1:53:36安全靴105 秋田県湯沢市

457 藤井　祐介 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ  1:53:38106 宮城県仙台市

512 田村　敏彦 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ  1:53:54竹駒小学校107 岩手県陸前高田市

321 大坪　章二 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｮｳｼﾞ  1:54:00108 青森県青森市

394 澤田　求 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾄﾑ  1:54:02109 埼玉県草加市

330 安倍　静雄 ｱﾝﾊﾞｲ ｼｽﾞｵ  1:54:06110 岩手県奥州市

590 今　英樹 ｺﾝ ﾋﾃﾞｷ  1:54:23111 秋田県由利本荘市

404 多田　康一 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ  1:54:31岩手トヨタ水沢112 岩手県北上市

477 滝元　正和 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ  1:54:44113 岩手県盛岡市

422 平出　剛 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾂﾖｼ  1:54:52木内々小114 青森県三沢市

392 須藤　正幸 ｽﾄｳ ﾏｻﾕｷ  1:55:17宮城陸協115 宮城県仙台市

569 淺木　宏光 ｱｻｷ ﾋﾛﾐﾂ  1:55:22116 宮城県仙台市

333 久保田　精治 ｸﾎﾞﾀ ｾｲｼﾞ  1:55:23117 岩手県盛岡市

536 木下　末也 ｷｼﾀ ｽｴﾔ  1:55:40宮城陸上競技協会118 宮城県名取市

572 吉田　浩之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:55:49119 岩手県北上市

597 高橋　健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ  1:55:53東北電ＩＨＭＣ120 岩手県盛岡市

542 庄司　勝彦 ｼｮｳｼﾞ ｶﾂﾋｺ  1:56:23121 宮城県石巻市

503 佐原　雅信 ｻﾊﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:56:29122 秋田県横手市

416 中塚　保 ﾅｶﾂｶ ﾀﾓﾂ  1:56:36雨をみたいかい123 岩手県盛岡市

494 背尾　英助 ｾｵ ｴｲｽｹ  1:56:42124 宮城県仙台市

336 則武　浩司 ﾉﾘﾀｹ ｺｳｼﾞ  1:57:03宮城陸上競技協会125 宮城県仙台市

426 添野　千代光 ｿｴﾉ ﾁﾖﾐﾂ  1:57:16126 宮城県仙台市

402 佐藤　健生 ｻﾄｳ ﾀｹｵ  1:57:19127 宮城県仙台市

499 陳岡　勝彦 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ｶﾂﾋｺ  1:57:28盛岡走友会128 岩手県盛岡市

587 島田　秀昭 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:57:56129 宮城県多賀城市

498 及川　春弘 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ  1:58:16三ヶ尻走友会130 岩手県金ケ崎町

403 二瓶　国司 ﾆﾍｲ ｸﾆｼ  1:58:20131 宮城県大河原町

507 相澤　洋一 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ  1:58:34Ｔｅａｍ通研132 宮城県大崎市

408 吉田　強 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ  1:58:37アイシン東北133 岩手県北上市

541 松本　文雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ  1:58:50134 岩手県盛岡市

522 及川　孝行 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾕｷ  1:58:58135 岩手県花巻市

504 高橋　鐶 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏｷ  1:59:12136 福島県郡山市

430 鈴木　武彦 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋｺ  1:59:14仙台ビーナス会137 宮城県仙台市

301 吉田　武弘 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ  1:59:19138 岩手県一関市

489 小野寺　秀之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:59:25オノデラ病院139 宮城県利府町

342 盛越　幸次 ﾓﾘｺｼ ｺｳｼﾞ  1:59:29140 岩手県一関市

328 小田嶋　政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ  1:59:35141 岩手県北上市

493 多田　幸生 ﾀﾀﾞ ﾕｷｵ  1:59:39東和温泉142 岩手県花巻市

439 葛根田　哲也 ｶｯｺﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ  1:59:45仙台明走会143 秋田県秋田市

478 佐藤　和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ  1:59:59144 東京都杉並区

482 松村　慶一 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｲﾁ  2:00:03軽米タクシー145 岩手県軽米町

332 高橋　正 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ  2:00:09花泉らんらん146 岩手県一関市

589 泉谷　広 ｲｽﾞﾐﾔ ﾋﾛｼ  2:00:21147 秋田県北秋田市

310 菊池　和志 ｷｸﾁ ｶｽﾞｼ  2:00:21巖きたかみ148 岩手県金ケ崎町

373 佐藤　忠一 ｻﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ  2:00:31149 宮城県大崎市

319 富樫　登 ﾄｶﾞｼ ﾉﾎﾞﾙ  2:00:39150 秋田県大仙市
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451 村上　三男 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｵ  2:00:54151 岩手県奥州市

508 南　智樹 ﾐﾅﾐ ﾄﾓｷ  2:01:07152 岩手県盛岡市

349 吉田　成一 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｲﾁ  2:01:18千住スプリンクラー(株)153 岩手県一関市

515 上山　英明 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ  2:01:30クリーンいわて154 岩手県盛岡市

551 千葉　恒雄 ﾁﾊﾞ ﾂﾈｵ  2:01:50姉体ランナーズ155 岩手県奥州市

486 阿部　和一 ｱﾍﾞ ﾜｲﾁ  2:02:02さんしょみそ156 岩手県盛岡市

571 加藤　克也 ｶﾄｳ ｶﾂﾔ  2:02:36かとうけ157 岩手県花巻市

534 中村　博 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ  2:02:57158 岩手県盛岡市

518 坂本　卓也 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ  2:03:07トマトホーク159 岩手県宮古市

308 佐伯　実 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ  2:03:18カッチンファミリー160 岩手県一関市

337 金本　一弘 ｶﾅﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  2:03:23161 宮城県登米市

549 遠藤　敏夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ  2:03:32162 岩手県盛岡市

468 山村　勉 ﾔﾏﾑﾗ ﾂﾄﾑ  2:04:11163 岩手県盛岡市

304 菅原　政栄 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｴｲ  2:04:16164 宮城県仙台市

472 赤坂　知亮 ｱｶｻｶ ﾄﾓｱｷ  2:04:21チーム呼吸不全165 群馬県館林市

410 富田　元 ﾄﾐﾀ ﾊｼﾞﾒ  2:04:25166 茨城県つくばみらい市

469 中屋　勤 ﾅｶﾔ ﾂﾄﾑ  2:04:44167 岩手県盛岡市

543 春日部　弘志 ｶｽｶﾍﾞ ﾋﾛｼ  2:05:08168 福島県福島市

420 岩渕　誠一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｲﾁ  2:05:22169 宮城県栗原市

474 松田　守裕 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾘﾋﾛ  2:06:03170 岩手県盛岡市

313 菅原　衛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾓﾙ  2:06:10171 岩手県奥州市

344 瀧澤　誠 ﾀｷｻﾜ ﾏｺﾄ  2:06:13172 岩手県一戸町

345 岡田　重男 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｵ  2:06:14173 宮城県大河原町

555 吉澤　学 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ  2:06:24緑ガッツ174 岩手県盛岡市

318 葛西　誠 ｶｻｲ ﾏｺﾄ  2:06:25175 青森県三戸町

463 佐藤　和浩 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  2:06:43176 岩手県奥州市

381 芳賀　高昭 ﾊｶﾞ ﾀｶｱｷ  2:06:50ケーアイケー177 岩手県北上市

567 木戸場　臣吉 ｷﾄﾊﾞ ｼﾝｷﾁ  2:06:57178 岩手県盛岡市

363 阿部　浩康 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔｽ  2:07:04179 岩手県盛岡市

546 種田　英明 ｵｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  2:07:41180 岩手県盛岡市

367 川村　信一 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｲﾁ  2:07:56181 岩手県一関市

502 臼井　進也 ｳｽｲ ｼﾝﾔ  2:08:07クーアハウス182 岩手県陸前高田市

471 野末　和臣 ﾉｽﾞｴ ｶｽﾞｵﾐ  2:08:16東京海上日動183 岩手県盛岡市

432 四釜　弘人 ｼｶﾏ ﾋﾛﾄ  2:08:56184 宮城県仙台市

450 川崎　照夫 ｶﾜｻｷ ﾃﾙｵ  2:09:22ＮＴＣ185 岩手県北上市

412 佐野　雄幸 ｻﾉ ﾕｳｺｳ  2:09:38186 秋田県潟上市

359 竹田　正直 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾅｵ  2:09:47187 岩手県盛岡市

444 中川　聡 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ  2:09:48中川商店188 岩手県一関市

361 小関　哲也 ｺｾｷ ﾃﾂﾔ  2:09:54189 岩手県金ケ崎町

456 佐藤　勉 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ  2:10:15大木建設（株）190 東京都杉並区

454 泉山　大介 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ  2:11:26191 岩手県盛岡市

525 松尾　兼幸 ﾏﾂｵ ｶﾈﾕｷ  2:11:49192 宮城県仙台市

480 石川　光也 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾔ  2:11:49193 岩手県盛岡市

325 熊谷　正樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｷ  2:11:53迫リコーＲＣ194 宮城県涌谷町

365 阿部　和博 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  2:12:05195 岩手県金ケ崎町

490 外山　久典 ﾄﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ  2:12:07196 岩手県奥州市

360 及川　清 ｵｲｶﾜ ｷﾖｼ  2:12:23197 岩手県奥州市

386 金　純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  2:12:29198 岩手県盛岡市

366 佐々木　道雄 ｻｻｷ ﾐﾁｵ  2:12:42199 岩手県奥州市

428 茶家　清美 ﾁｬﾔ ｷﾖﾐ  2:13:02200 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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ハーフ男子４０歳以上

市区町村県名

1:11:02大会記録：

540 小玉　浩 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｼ  2:13:53ランキャット201 秋田県秋田市

517 刑部　信吾 ｵｻｶﾍﾞ ｼﾝｺﾞ  2:13:55ＮＴＣコンサル202 岩手県北上市

560 高橋　康明 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｱｷ  2:14:37たかはし整形203 宮城県仙台市

470 中村　雄二郎 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ  2:14:52204 山形県山形市

389 吉田　吉明 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｱｷ  2:15:12盛岡走友会205 岩手県盛岡市

352 千葉　孝紀 ﾁﾊﾞ ｺｳｷ  2:15:23206 岩手県奥州市

475 藤村　博和 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ  2:16:03207 岩手県金ケ崎町

453 佐藤　敏幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ  2:16:26208 岩手県奥州市

326 及川　武士 ｵｲｶﾜ ﾀｹｼ  2:16:40花巻走友会209 岩手県花巻市

369 一條　良勝 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾖｼｶﾂ  2:17:10210 宮城県大崎市

322 山内　正和 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ  2:17:23211 秋田県湯沢市

316 小山　康久 ｺﾔﾏ ﾔｽﾋｻ  2:17:24212 岩手県奥州市

438 及川　正之 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾕｷ  2:18:54三ヶ尻走友会213 岩手県金ケ崎町

509 中林　清 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ  2:19:03釜石市役所214 岩手県釜石市

440 坂本　雅義 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾖｼ  2:19:04スティブル215 宮城県仙台市

377 浅沼　善治 ｱｻﾇﾏ ｾﾞﾝｼﾞ  2:19:17一関楽走会216 岩手県一関市

576 北田　朋好 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ  2:19:26217 岩手県盛岡市

511 鈴木　孝浩 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  2:20:24218 宮城県気仙沼市

579 鹿野　豊 ｶﾉ ﾕﾀｶ  2:21:38ユーエスシー219 岩手県盛岡市

532 千島　学 ﾁｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ  2:22:48220 岩手県北上市

488 山田　一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾛｳ  2:23:32リス221 宮城県富谷町

533 成田　頼大 ﾅﾘﾀ ﾖﾘﾋﾛ  2:23:59一関楽走会222 岩手県一関市

599 米沢　茂行 ﾖﾈｻﾞﾜ ｼｹﾞﾕｷ  2:24:35223 岩手県金ケ崎町

346 千葉　健一 ﾁﾊﾞ ｹﾝｲﾁ  2:25:40224 岩手県一関市

413 佐々木　和善 ｻｻｷ ｶｽﾞﾖｼ  2:26:34Ｔｍあさとあゆ225 宮城県大崎市

445 増井　和則 ﾏｽｲ ｶｽﾞﾉﾘ  2:26:34南仙台走友会226 宮城県仙台市

465 佐藤　東 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾏ  2:27:37一関楽走会227 岩手県一関市

362 作山　聖志 ｻｸﾔﾏ ｾｲｼ  2:27:39228 岩手県盛岡市

311 後藤　征男 ｺﾞﾄｳ ﾕｷｵ  2:29:02229 宮城県利府町

460 高橋　文隆 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾀｶ  2:30:54230 福島県福島市

425 岩井　敏彦 ｲﾜｲ ﾄｼﾋｺ  2:31:25ＳＺＰ　ＳＰＲ231 宮城県利府町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ハーフ女子１８歳以上

市区町村県名

1:30:09大会記録：

707 菅原　めぐみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ  1:33:17胆沢南走会1 岩手県奥州市

748 岡田　遼子 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｺ  1:34:282 秋田県秋田市

717 中井　絵梨菜 ﾅｶｲ ｴﾘﾅ  1:35:513 東京都世田谷区

715 杉　佳世子 ｽｷﾞ ｶﾖｺ  1:39:48盛岡市陸協4 岩手県盛岡市

738 菊地　聖子 ｷｸﾁ ｼｮｳｺ  1:45:30胆沢南走会5 岩手県奥州市

735 三上　牧子 ﾐｶﾐ ﾏｷｺ  1:45:35花巻走友会6 岩手県花巻市

742 吉田　幸江 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁｴ  1:46:18盛岡走友会7 岩手県盛岡市

737 出貝　芙季 ﾃﾞｶﾞｲ ﾌｷ  1:46:488 岩手県盛岡市

704 小野　さゆり ｵﾉ ｻﾕﾘ  1:48:189 宮城県大崎市

703 岩野　由紀子 ｲﾜﾉ ﾕｷｺ  1:58:4210 岩手県金ケ崎町

706 小田嶋　ひろ子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｺ  1:59:3411 岩手県北上市

727 高橋　かほり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ  1:59:4212 岩手県花巻市

716 小野寺　恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ  2:00:1813 岩手県北上市

720 畠山　さゆり ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾕﾘ  2:00:56美女ランの会14 岩手県花巻市

744 松浦　由紀子 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷｺ  2:01:54なちゅらる15 宮城県大崎市

705 菅野　さくら ｶﾝﾉ ｻｸﾗ  2:02:2616 岩手県宮古市

732 鎌田　志穂 ｶﾏﾀ ｼﾎ  2:02:3117 岩手県滝沢市

731 伊藤　郁子 ｲﾄｳ ｲｸｺ  2:03:1318 岩手県奥州市

709 川田　百合子 ｶﾜﾀ ﾕﾘｺ  2:08:1919 岩手県北上市

741 高山　くみ子 ﾀｶﾔﾏ ｸﾐｺ  2:08:4420 岩手県花巻市

724 藤原　美理 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ  2:09:17水沢南小学校21 岩手県金ケ崎町

745 梅本　美江 ｳﾒﾓﾄ ﾖｼｴ  2:09:19登米村田製作所22 宮城県登米市

746 後藤　春海 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾐ  2:09:3623 岩手県金ケ崎町

712 作山　隆子 ｻｸﾔﾏ ﾘｭｳｺ  2:10:1624 岩手県盛岡市

710 野里　幸枝 ﾉｻﾄ ﾕｷｴ  2:10:2625 岩手県盛岡市

734 饗庭　恭子 ｱｲﾊﾞ ｷｮｳｺ  2:11:1126 宮城県仙台市

729 すずき　えつこ ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ  2:12:56アリスＲＣ27 宮城県仙台市

721 山崎　貴子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｺ  2:13:54チーム味三昧28 岩手県盛岡市

733 木戸　紗織 ｷﾄﾞ ｻｵﾘ  2:15:3929 宮城県仙台市

747 民部田　奈穂子 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾅｵｺ  2:16:4630 岩手県盛岡市

723 及川　美恵 ｵｲｶﾜ ﾐｴ  2:18:2931 宮城県仙台市

749 佐々木　裕 ｻｻｷ ﾕｳ  2:18:4732 岩手県北上市

714 山下　智恵 ﾔﾏｼﾀ ﾁｴ  2:20:0833 岩手県北上市

702 佐々木　陽子 ｻｻｷ ﾖｳｺ  2:20:3834 秋田県横手市

701 小山　峰子 ｺﾔﾏ ﾐﾈｺ  2:24:3635 岩手県奥州市

736 川　みずほ ｶﾜ ﾐｽﾞﾎ  2:31:2536 岩手県一関市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子１６歳～２９歳

市区町村県名

0:28:57大会記録：

1071 清水　翔一朗 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ  0:32:18チームアテルイ1 岩手県一関市

1054 阿部　亮介 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ  0:33:23笹間クラブ2 岩手県花巻市

1014 千田　悠人 ﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ  0:33:253 岩手県奥州市

1042 阿部　真哉 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ  0:33:52チームアテルイ4 岩手県奥州市

1061 難波　海 ﾅﾝﾊﾞ ｶｲ  0:33:59盛岡走友会5 岩手県盛岡市

1083 千葉　善幹 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾓﾄ  0:34:31リコー6 岩手県遠野市

1030 宮本　貴仁 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ  0:34:34ＹＫＫＡＰ東北7 宮城県大崎市

1063 石田　良 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳ  0:34:52トヨタ東日本8 岩手県奥州市

1031 三浦　寿輝 ﾐｳﾗ ﾄｼｷ  0:35:12ＹＫＫＡＰ東北9 宮城県大崎市

1082 佐藤　賢哉 ｻﾄｳ ｹﾝﾔ  0:35:18いわて銀河鉄道10 岩手県盛岡市

1017 松川　雅虎 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾔﾄ  0:35:3211 岩手県花巻市

1033 髙橋　浩毅 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ  0:35:44ＹＫＫＡＰ東北12 宮城県大崎市

1081 中山　貴史 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ  0:35:46花巻AC13 岩手県北上市

1069 菊池　諒介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ  0:35:48トヨタ紡織東北14 岩手県北上市

1055 小原　将貴 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻｷ  0:35:58北上市役所15 岩手県北上市

1012 佐藤　拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ  0:36:0916 岩手県奥州市

1019 及川　大輝 ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｷ  0:36:35水沢工業高校17 岩手県奥州市

1021 中村　淳一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:36:51大船渡陸上倶楽部18 岩手県盛岡市

1027 及川　和麻 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾏ  0:37:41トヨタ東日本19 岩手県奥州市

1086 相馬　晃平 ｿｳﾏ ｺｳﾍｲ  0:37:46岩大走友会20 岩手県盛岡市

1032 生駒　真也 ｲｺﾏ ｼﾝﾔ  0:38:08ＹＫＫＡＰ東北21 宮城県大崎市

1018 菅原　耀介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｳｽｹ  0:38:1022 岩手県花巻市

1045 千葉　洋太 ﾁﾊﾞ ﾖｳﾀ  0:38:27タカヒロＲＣ23 岩手県一関市

1072 大内　尊文 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾌﾐ  0:38:33アテルイ24 岩手県奥州市

1005 千葉　悠太 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ  0:38:33ＴＡＫＡＨＩＲＯ　ＲＣ25 岩手県平泉町

1029 大江　駿介 ｵｵｴ ｼｭﾝｽｹ  0:38:59ＹＫＫＡＰ東北26 宮城県大崎市

1011 菅原　右安 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｱﾝ  0:39:06水沢工業高校27 岩手県奥州市

1049 懸田　正之 ｶｹﾀ ﾏｻﾕｷ  0:39:07アテルイ28 岩手県奥州市

1016 佐藤　良樹 ｻﾄｳ ﾖｼｷ  0:39:2129 岩手県奥州市

1034 伊藤　大樹 ｲﾄｳ ﾀｲｷ  0:39:37笹間クラブ30 岩手県花巻市

1077 山田　崇寛 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  0:39:51走友会31 岩手県盛岡市

1041 佐藤　将太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:39:59TAKAHIRORC32 岩手県金ケ崎町

1060 千葉　慎一 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁ  0:40:2333 岩手県盛岡市

1024 金子　瞬 ｶﾈｺ ｼｭﾝ  0:40:2834 岩手県金ケ崎町

1013 千葉　大輝 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ  0:40:56森山クラブ35 岩手県奥州市

1074 田中　博教 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ  0:41:07岩大走友会36 岩手県盛岡市

1022 小野寺　卓 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸ  0:44:0037 岩手県一関市

1025 小野　雄紳 ｵﾉ ﾕｳｼﾝ  0:44:11水沢商業陸上部38 岩手県奥州市

1073 大橋　滉也 ｵｵﾊｼ ｺｳﾔ  0:44:1539 宮城県仙台市

1047 立石　宏介 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ  0:44:44ランぼるぎーに40 岩手県一関市

1004 阿部　貴博 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ  0:45:4241 岩手県一関市

1076 菅原　悠人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ  0:45:4642 岩手県一関市

1039 佐藤　翔 ｻﾄｳ ｶｹﾙ  0:45:5043 岩手県盛岡市

1028 篠木　生英 ｼﾉｷ ｾｲｴｲ  0:45:5344 秋田県湯沢市

1080 菅原　健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ  0:46:41岩手大学走友会45 岩手県盛岡市

1068 大森　亮平 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ  0:47:19走友会46 岩手県盛岡市

1040 今野　暢也 ｺﾝﾉ ﾉﾌﾞﾔ  0:47:3347 岩手県奥州市

1038 千葉　貴明 ﾁﾊﾞ ﾀｶｱｷ  0:47:4548 岩手県北上市

1050 及川　政彦 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾋｺ  0:48:41八戸ＭＣ49 岩手県金ケ崎町

1006 中村　圭貴 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ  0:48:5950 岩手県奥州市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子１６歳～２９歳

市区町村県名

0:28:57大会記録：

1079 難波　空 ﾅﾝﾊﾞ ｿﾗ  0:49:28岩手大学51 岩手県盛岡市

1084 本田　一仁 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ  0:50:4552 岩手県紫波町

1046 歳弘　薫 ﾄｼﾋﾛ ｶｵﾙ  0:51:0153 岩手県二戸市

1001 佐藤　耕喜 ｻﾄｳ ｺｳｷ  0:51:5354 岩手県奥州市

1065 吉田　隼 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ  0:51:5755 岩手県紫波町

1070 及川　晃史 ｵｲｶﾜ ｱｷﾋﾄ  0:52:1556 岩手県北上市

1057 佐々木　凖也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ  0:53:04ＴＥＡＭミズボ57 岩手県奥州市

1056 千田　悠太 ﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ  0:53:19ＴＥＡＭミズボ58 岩手県奥州市

1078 伊藤　秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ  0:53:50気仙薬剤師会59 岩手県大船渡市

1015 佐藤　諒 ｻﾄｳ ﾘｮｳ  0:54:1560 岩手県北上市

1075 柴田　裕也 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ  0:56:30ＪＸ金属61 岩手県奥州市

1003 吉田　郁 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ  0:56:5262 岩手県一関市

1043 古舘　功平 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｺｳﾍｲ  0:57:0163 岩手県奥州市

1009 秋葉　一樹 ｱｷﾊﾞ  0:57:11ＰＢ64 岩手県金ケ崎町

1062 阿部　大次郎 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ  0:57:3465 宮城県仙台市

1048 南　雄人 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾄ  0:57:4466 岩手県盛岡市

1008 梶川　歩杜 ｶｼﾞｶﾜ  0:58:33ＰＢ67 岩手県金ケ崎町

1085 丸田　隼 ﾏﾙﾀ ﾊﾔﾄ  1:01:21三愛学舎68 岩手県滝沢市

1053 千枝　直人 ﾁｴﾀﾞ ﾅｵﾄ  1:01:25八戸ＭＣ69 青森県八戸市

1020 吉田　匡志 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  1:03:2370 岩手県花巻市

1026 馬場　勇 ﾊﾞﾊﾞ ｲｻﾑ  1:03:5871 岩手県北上市

1052 細谷　大地 ﾎｿﾔ ﾀﾞｲﾁ  1:06:03八戸ＭＣ72 青森県八戸市

1007 小原　宏文 ｵﾊﾞﾗ  1:06:18ＰＢ73 岩手県金ケ崎町

1064 君塚　太志 ｷﾐﾂﾞｶ ﾌﾄｼ  1:08:0774 岩手県北上市

1051 伊瀬谷　雅 ｲｾﾔ ﾏｻｼ  1:13:59八戸ＭＣ75 青森県八戸市

1067 菊池　柊太 ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ  1:20:07双日食料水産76 岩手県釜石市

1010 吉田　和喜 ﾖｼﾀﾞ  1:20:18東日食糧77 岩手県金ケ崎町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子３０歳代

市区町村県名

0:31:09大会記録：

1114 佐藤　広隆 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ  0:32:59ＴＥＡＭアテルイ1 岩手県奥州市

1134 檜野　晃宏 ﾋﾉ ｱｷﾋﾛ  0:34:19ＹＫＫＡＰ東北2 宮城県大崎市

1135 横田　拓也 ﾖｺﾀ ﾀｸﾔ  0:34:47ＹＫＫＡＰ東北3 宮城県大崎市

1186 山崎　幸一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:34:54そらくらぶ4 岩手県奥州市

1102 及川　裕貴 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ  0:35:02ＴＥＡＭアテルイ5 岩手県奥州市

1132 佐々木　慶徳 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  0:35:05Ｒｕｎぼるぎに6 岩手県一関市

1101 藤原　敏 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ  0:35:257 秋田県羽後町

1117 佐藤　潤 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:35:47ＴＥＡＭアテルイ8 岩手県奥州市

1126 高橋　巧 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ  0:36:21岩手県庁走友会9 岩手県盛岡市

1123 髙橋　時智 ﾀｶﾊｼ ﾄｷﾉﾘ  0:37:08トヨタ東日本10 岩手県金ケ崎町

1127 菊池　友和 ｷｸﾁ ﾄﾓｶｽﾞ  0:38:01森山クラブ11 岩手県北上市

1201 浅利　政喜 ｱｻﾘ ﾏｻｷ  0:38:33チームアテルイ12 岩手県奥州市

1142 高橋　由樹 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ  0:38:5613 岩手県北上市

1133 阿部　稔 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ  0:39:00アテルイ14 岩手県奥州市

1190 三浦　裕紀 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ  0:42:3315 岩手県宮古市

1199 佐藤　正佳 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ  0:42:42宮古ロートルズ16 岩手県宮古市

1162 木村　怜 ｷﾑﾗ ﾚｲ  0:42:49ＴＥＡＭ小田島17 岩手県盛岡市

1191 荒屋　雄一 ｱﾗﾔ ﾕｳｲﾁ  0:43:0218 岩手県盛岡市

1121 及川　聖文 ｵｲｶﾜ ﾄｼﾌﾐ  0:43:54奥州病院19 岩手県金ケ崎町

1173 佐々木　一輝 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ  0:44:08ＪＸＰＴ20 岩手県北上市

1147 佐藤　友善 ｻﾄｳ ﾄﾓﾖｼ  0:44:59ＴＥＡＭ・ＴＳ21 岩手県盛岡市

1182 佐藤　勝敏 ｻﾄｳ ｶﾂﾄｼ  0:45:0022 岩手県矢巾町

1198 福田　重一 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾁ  0:45:3323 岩手県奥州市

1122 佐々木　一幸 ｻｻｷ ｶｽﾞﾕｷ  0:45:5924 秋田県横手市

1149 菅野　将司 ｶﾝﾉ ﾏｻｼ  0:46:1725 宮城県仙台市

1143 平　知己 ﾀｲﾗ ﾄﾓｷ  0:46:20北上信用金庫26 岩手県北上市

1168 白澤　彰 ｼﾗｻﾜ ｱｷﾗ  0:46:3527 岩手県盛岡市

1197 平賀　明徳 ﾋﾗｶ ｱｷﾉﾘ  0:46:38ふじねとこや28 岩手県花巻市

1171 神　大輔 ｼﾞﾝ ﾀﾞｲｽｹ  0:47:0029 岩手県久慈市

1106 菊池　広美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ  0:48:3830 岩手県奥州市

1104 松本　春喜 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ  0:49:2331 岩手県金ケ崎町

1161 佐々木　慎 ｻｻｷ ﾏｺﾄ  0:49:28ＴＥＡＭ・ＴＳ32 岩手県矢巾町

1185 寒河江　雅希 ｻｶﾞｴ ﾏｻｷ  0:49:30森永乳業33 岩手県盛岡市

1180 紺野　敏倫 ｺﾝﾉ ﾄｼﾐﾁ  0:50:0334 宮城県富谷町

1169 田代　勇樹 ﾀｼﾛ ﾕｳｷ  0:50:1335 岩手県盛岡市

1112 及川　武善 ｵｲｶﾜ ﾀｹﾖｼ  0:50:2436 岩手県金ケ崎町

1146 村上　奏 ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾙ  0:50:2737 岩手県奥州市

1154 工藤　英貴 ｸﾄﾞｳ ｴｲｷ  0:50:33ゾンビコブラ38 岩手県盛岡市

1179 佐藤　啓 ｻﾄｳ ｱｷﾗ  0:51:1739 岩手県奥州市

1137 嶋　兼一 ｼﾏ ｹﾝｲﾁ  0:51:18ウィルランズ40 宮城県栗原市

1194 早野　洋平 ﾊﾔﾉ ﾖｳﾍｲ  0:51:2841 岩手県奥州市

1125 田口　洋 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｼ  0:51:53北上製紙ＡＣ42 岩手県金ケ崎町

1151 小田嶋　美彦 ｺﾀﾞｼﾏ ﾖｼﾋｺ  0:51:5343 岩手県花巻市

1115 芳賀　利美 ﾊｶﾞ ﾄｼﾐ  0:52:0744 岩手県金ケ崎町

1103 小川　充 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ  0:52:2045 岩手県金ケ崎町

1183 及川　直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ  0:52:2646 岩手県奥州市

1181 岡田　太一 ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾁ  0:52:5047 岩手県盛岡市

1107 髙橋　政好 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ  0:52:5548 岩手県金ケ崎町

1128 伊藤　勝也 ｲﾄｳ ｶﾂﾔ  0:53:1449 岩手県花巻市

1174 及川　晃佳 ｵｲｶﾜ ﾃﾙﾖｼ  0:53:16たんぽぽクラブ50 岩手県遠野市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子３０歳代

市区町村県名

0:31:09大会記録：

1200 阿部　伸生 ｱﾍﾞ ｼﾝｷ  0:54:3251 岩手県盛岡市

1124 古舘　孝広 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ  0:54:37シオノギ走遊会52 岩手県金ケ崎町

1131 小瀬川　直人 ｺｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ  0:54:3753 岩手県花巻市

1113 及川　博樹 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｷ  0:54:4354 岩手県花巻市

1195 中川　新也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ  0:55:31中川マラソン部55 岩手県北上市

1202 伊藤　勝友 ｲﾄｳ ｶﾂﾄﾓ  0:56:0756 岩手県北上市

1159 日野　健晴 ﾋﾉ ﾀｹﾊﾙ  0:56:2257 宮城県石巻市

1163 小田島　淳 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ  0:56:42ＴＥＡＭミズボ58 岩手県奥州市

1140 鈴木　俊 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ  0:56:47宮城県大崎市59 宮城県大崎市

1110 小泉　竜介 ｺｲｽﾞﾐ  0:56:49東日食糧60 岩手県金ケ崎町

1158 和賀　亘平 ﾜｶﾞ ｺｳﾍｲ  0:56:5261 秋田県横手市

1189 千葉　勝衡 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｺｳ  0:57:0762 岩手県金ケ崎町

1152 紺野　実 ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ  0:57:3663 岩手県盛岡市

1175 三浦　孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ  0:57:4164 岩手県花巻市

1164 亀井　秀樹 ｶﾒｲ ﾋﾃﾞｷ  0:58:27ＴＥＡＭミズボ65 岩手県奥州市

1136 黒澤　研 ｸﾛｻﾜ ｹﾝ  0:58:5566 岩手県盛岡市

1176 蘭賀　成 ﾗﾝｶﾞ ｼｹﾞﾙ  0:58:59双日食料水産67 岩手県釜石市

1141 鈴木　慎也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ  0:59:1768 岩手県平泉町

1172 渡辺　武彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋｺ  0:59:1869 岩手県金ケ崎町

1166 酒井　紀通 ｻｶｲ ｶｽﾞﾕｷ  1:00:4170 秋田県湯沢市

1144 八幡　辰徳 ﾔﾊﾀ ﾀﾂﾉﾘ  1:00:43損保ジャパン71 岩手県盛岡市

1167 山中　良樹 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ  1:01:2272 岩手県盛岡市

1150 佐々木　潤 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ  1:01:2473 岩手県北上市

1187 古橋　由崇 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾀｶ  1:01:4174 岩手県北上市

1111 竹吉　旭 ﾀｹﾖｼ ｱｷﾗ  1:02:1475 岩手県金ケ崎町

1177 佐々木　正博 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ  1:03:31双日食料水産76 岩手県釜石市

1178 遠野　英生 ﾄｵﾉ ﾋﾃﾞｵ  1:04:01双日食料水産77 岩手県釜石市

1138 佐藤　孝典 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ  1:04:0578 岩手県盛岡市

1108 森　英保 ﾓﾘ  1:04:19ＰＢ79 岩手県金ケ崎町

1118 小川原　ひでき ｵｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ  1:05:1180 岩手県奥州市

1170 赤坂　信耶 ｱｶｻｶ ｼﾝﾔ  1:05:2981 岩手県花巻市

1145 山根　健吾 ﾔﾏﾈ ｹﾝｺﾞ  1:05:4682 宮城県仙台市

1160 岩鼻　亮憲 ｲﾜﾊﾅ ｱｷﾉﾘ  1:05:51双日食料水産83 岩手県釜石市

1119 橋場　渉 ﾊｼﾊﾞ ﾜﾀﾙ  1:06:5884 岩手県北上市

1130 大野　正幸 ｵｵﾉ ﾏｻﾕｷ  1:08:4585 岩手県北上市

1105 金子　真仁 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾄ  1:13:46日刊スポーツ86 神奈川県座間市

1156 小笠原　隼也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾔ  1:14:00八戸ＭＣ87 青森県八戸市

1148 横山　周二 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ  1:22:46フルサト工業88 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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子４０歳代

市区町村県名

0:32:46大会記録：

1340 高橋　祥基 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ  0:33:21TEAM  アテルイ1 岩手県奥州市

1322 村田　雅宏 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ  0:36:57ＴＥＡＭアテルイ2 岩手県奥州市

1333 小野　竜 ｵﾉ ﾘｭｳ  0:37:013 岩手県一関市

1304 安倍　義博 ｱﾝﾊﾞｲ ﾖｼﾋﾛ  0:37:15チームアテルイ4 岩手県奥州市

1307 小野寺　栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ  0:37:185 岩手県奥州市

1324 小野寺　実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ  0:37:42ＴＥＡＭアテルイ6 岩手県奥州市

1382 佐々木　潔 ｻｻｷ ｷﾖｼ  0:38:47笹間クラブ7 岩手県花巻市

1344 黒澤　真孝 ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾀｶ  0:39:048 秋田県鹿角市

1337 戸田　剛 ﾄﾀﾞ ﾂﾖｼ  0:39:31八雲走遊会9 宮城県仙台市

1371 鈴木　恵 ｽｽﾞｷ ｹｲ  0:40:01鈴木企画10 秋田県秋田市

1357 佐藤　定美 ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾐ  0:40:09Ｒｕｎぼるぎ～11 岩手県一関市

1327 畠山　秀治 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ  0:40:10花巻ＡＣ12 岩手県花巻市

1341 齊藤　力矢 ｻｲﾄｳ ﾘｷﾔ  0:40:5813 岩手県盛岡市

1354 菅原　茂幸 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾕｷ  0:41:2814 岩手県北上市

1356 加藤　和寿 ｶﾄｳ ｶﾂﾋｻ  0:41:3815 岩手県宮古市

1301 佐々木　星 ｻｻｷ ｾｲ  0:42:0716 岩手県金ケ崎町

1329 平　秀紀 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞｷ  0:42:12胆沢南走会17 岩手県奥州市

1378 東海林　博夫 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｵ  0:42:1418 秋田県羽後町

1330 大石　義樹 ｵｵｲｼ ﾖｼｷ  0:42:3019 岩手県岩泉町

1338 西野　真一 ﾆｼﾉ ｼﾝｲﾁ  0:42:3420 岩手県盛岡市

1303 遠藤　禎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃｲ  0:43:2521 宮城県仙台市

1359 村上　隆一 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｲﾁ  0:43:3722 宮城県気仙沼市

1315 小原　雄史 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ  0:43:48フェニックスＡＣ23 岩手県花巻市

1332 高橋　直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ  0:44:1524 岩手県雫石町

1383 多田　雅美 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾐ  0:44:21岩手銀行25 岩手県盛岡市

1334 吉田　兼明 ﾖｼﾀﾞ ｶﾈｱｷ  0:44:4626 岩手県宮古市

1373 秋田　尚士 ｱｷﾀ ﾋｻｼ  0:44:5527 岩手県盛岡市

1336 後藤　哲哉 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ  0:44:59奥州金ヶ崎消防28 岩手県奥州市

1381 菅原　伸 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝ  0:45:1029 宮城県登米市

1369 高畑　伸幸 ﾀｶﾊﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:45:51盛岡市役所30 岩手県盛岡市

1380 佐藤　慶仁 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾄ  0:46:01胆沢南走会31 岩手県奥州市

1312 高橋　浩 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ  0:46:1232 岩手県金ケ崎町

1319 上平　博之 ｶﾐﾀﾞｲﾗ  0:46:25東北容器33 岩手県金ケ崎町

1306 佐々木　龍 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ  0:46:44関東自動車34 岩手県奥州市

1385 高橋　隆悦 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｴﾂ  0:48:1935 宮城県名取市

1308 小野　和範 ｵﾉ ｶｽﾞﾉﾘ  0:48:3336 岩手県金ケ崎町

1353 菅野　光博 ｶﾝﾉ ﾐﾂﾋﾛ  0:48:59啓愛会37 岩手県奥州市

1314 佐藤　正寛 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  0:49:0938 岩手県北上市

1339 綿引　智亮 ﾜﾀﾋｷ ﾄﾓｱｷ  0:49:1639 岩手県金ケ崎町

1342 臼澤　務 ｳｽｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ  0:49:5140 岩手県雫石町

1391 菅原　勝巳 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾐ  0:50:01酒井機材ＲＣ41 宮城県石巻市

1398 阿部　有二 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ  0:50:02脇田郷クラブ42 岩手県一関市

1311 高橋　正弘 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ  0:50:0443 岩手県金ケ崎町

1379 早坂　慶一郎 ﾊﾔｻｶ ｹｲｲﾁﾛｳ  0:50:11６４レーシング44 岩手県奥州市

1309 佐藤　健治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  0:50:4445 岩手県盛岡市

1388 小澤　了 ｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ  0:50:5046 岩手県奥州市

1396 細川　正敏 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾄｼ  0:51:1747 岩手県盛岡市

1349 小泉　祥二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ  0:51:24修行走48 岩手県盛岡市

1321 齋藤　淳 ｻｲﾄｳ  0:51:35プルデンシャル49 岩手県金ケ崎町

1375 吉田　健 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ  0:52:1250 岩手県一関市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子４０歳代

市区町村県名

0:32:46大会記録：

1352 狩原　幸典 ｶﾘﾊﾗ ﾕｷﾉﾘ  0:53:37千住ＲＣ51 岩手県一関市

1326 藤根　秀致 ﾌｼﾞﾈ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:53:4352 岩手県花巻市

1365 高橋　弘幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ  0:54:1453 岩手県雫石町

1366 久保　嘉一 ｸﾎﾞ ﾖｼｶｽﾞ  0:54:3254 岩手県盛岡市

1370 高橋　幸司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ  0:55:0155 岩手県盛岡市

1355 土濃塚　康隆 ﾄﾉﾂｶ ﾔｽﾀｶ  0:55:1456 秋田県大館市

1368 千田　滋 ﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  0:55:2457 岩手県奥州市

1331 菅原　栄一 ｽｶﾞﾜﾗ ｴｲｲﾁ  0:55:2958 岩手県一関市

1347 阿部　勝彦 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋｺ  0:55:53サンタモニカ59 岩手県平泉町

1343 佐藤　謙二郎 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ  0:56:0360 岩手県盛岡市

1377 佐藤　勝俊 ｻﾄｳ ｶﾂﾄｼ  0:56:1361 岩手県北上市

1395 丸田　博 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｼ  0:56:29三愛学舎ＰＴＡ62 岩手県滝沢市

1367 小山　隆之 ｵﾔﾏ ﾀｶﾕｷ  0:57:0363 岩手県一関市

1389 本田　学 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ  0:58:39酒井機材64 宮城県登米市

1397 本城　秀吾 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｼｭｳｺﾞ  0:58:4665 岩手県奥州市

1313 柴田　茂雄 ｼﾊﾞﾀ ｼｹﾞｵ  0:58:5266 岩手県盛岡市

1323 菊地　満 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ  0:59:2267 岩手県奥州市

1376 辺見　敬 ﾍﾝﾐ ﾀｶｼ  0:59:35山岸おやじＲＣ68 岩手県盛岡市

1384 菅野　秀幸 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:59:59もりこどくらぶ69 岩手県盛岡市

1328 栗田　茂幸 ｸﾘﾀ ｼｹﾞﾕｷ  1:00:3270 岩手県奥州市

1392 紺野　真 ｺﾝﾉ ﾏｺﾄ  1:00:52松山荘71 岩手県滝沢市

1394 成田　和広 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ  1:01:4672 宮城県仙台市

1320 中村　達也 ﾅｶﾑﾗ  1:01:59アジテック73 岩手県金ケ崎町

1363 佐藤　実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ  1:02:27走る蕎麦屋74 岩手県北上市

1387 三浦　まもる ﾐｳﾗ ﾏﾓﾙ  1:02:27（株）広岡組75 岩手県奥州市

1310 吉原　武志 ﾖｼﾊﾗ ﾀｹｼ  1:03:2076 岩手県盛岡市

1364 小国　純也 ｵｸﾞﾆ ｼﾞｭﾝﾔ  1:03:22双日食料水産77 岩手県釜石市

1393 前田　敏雄 ﾏｴﾀ ﾄｼｵ  1:03:3278 岩手県釜石市

1361 宮澤　勝彦 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ  1:04:1479 岩手県花巻市

1386 勝浦　寿一 ｶﾂｳﾗ ﾄｼｶｽﾞ  1:04:48走風水流80 秋田県秋田市

1335 小林　健 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ  1:04:54ＴＴＬ81 岩手県奥州市

1325 千葉　繁 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞﾙ  1:05:1582 岩手県奥州市

1362 伊東　貴洋 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  1:05:3583 岩手県奥州市

1345 小野寺　善彦 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾋｺ  1:05:43千住ＳＰ84 岩手県一関市

1348 岩渕　正彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏｻﾋｺ  1:05:5585 岩手県奥州市

1302 佐々木　裕喜 ｻｻｷ ﾋﾛｷ  1:06:3386 岩手県奥州市

1318 及川　孝浩 ｵｲｶﾜ  1:08:10東日食糧87 岩手県金ケ崎町

1317 山口　健 ﾔﾏｸﾞﾁ  1:09:32東日食糧88 岩手県金ケ崎町

1316 高橋　幸治 ﾀｶﾊｼ  1:09:54ＰＢ89 岩手県金ケ崎町

1372 三浦　考樹 ﾐｳﾗ ｺｳｷ  1:10:49ちどりＲＣ90 秋田県男鹿市

1390 堂柿　浩二 ﾄﾞｳｶﾞｷ ｺｳｼﾞ  1:14:40酒井機材ＲＣ91 宮城県登米市

1305 高橋　勇 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾑ  1:15:0292 岩手県北上市

1346 千葉　高明 ﾁﾊﾞ ﾀｶｱｷ  1:15:25Ｍ．Ａ．Ｒ．Ｃ93 岩手県一関市

1360 古舘　晃治 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｺｳｼﾞ  1:20:18山小おやじの会94 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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子５０歳代

市区町村県名

0:34:08大会記録：

1626 畠山　一則 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  0:36:23大館市1 秋田県大館市

1606 千田　布美夫 ﾁﾀﾞ ﾌﾐｵ  0:37:02チームアテルイ2 岩手県奥州市

1556 高橋　智也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ  0:37:53ＴＥＡＭアテルイ3 岩手県奥州市

1529 太野　豊 ﾌﾄﾉ ﾕﾀｶ  0:38:00岩手戦車4 岩手県滝沢市

1622 茂内　孝 ｼｹﾞﾅｲ ﾀｶｼ  0:38:35能代山本陸協5 秋田県秋田市

1564 村田　政民 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾐ  0:39:106 岩手県雫石町

1506 中村　悟雄 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｵ  0:39:25盛岡走友会7 岩手県盛岡市

1511 小野寺　淳 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｼ  0:39:458 宮城県仙台市

1526 芳賀　英明 ﾊｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:40:389 岩手県奥州市

1555 楠田　和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ  0:40:4510 岩手県奥州市

1561 野田　重幸 ﾉﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ  0:40:52大槌走友会11 岩手県釜石市

1521 細川　幸宏 ﾎｿｶﾜ ﾕｷﾋﾛ  0:41:4312 岩手県一関市

1546 佐々木　順市 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:41:45北上13 岩手県北上市

1540 菅原　直弥 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ  0:41:5014 岩手県一関市

1612 伊藤　均 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ  0:42:0915 岩手県花巻市

1573 千田　正 ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:42:26あけぼのＲＣ16 宮城県仙台市

1566 石川　次夫 ｲｼｶﾜ ﾂｷﾞｵ  0:42:37胆沢南走会17 岩手県奥州市

1581 大川原　真澄 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｽﾐ  0:43:0318 岩手県滝沢市

1542 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  0:43:1719 岩手県一関市

1605 新号　協一 ｼﾝｺﾞｳ ｷｮｳｲﾁ  0:43:2420 秋田県大館市

1558 遠藤　一正 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏｻ  0:43:3921 岩手県八幡平市

1582 熊谷　佐智夫 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾁｵ  0:43:57大船渡ＡＣ22 岩手県大船渡市

1514 遠畑　聡樹 ﾄｵﾊﾀ ﾄｼｷ  0:44:0923 岩手県盛岡市

1625 日野　晃彰 ﾋﾉ ﾃﾙｱｷ  0:44:13紅会24 山形県山形市

1513 安保　哲雄 ｱﾝﾎﾟ ﾃﾂｵ  0:44:3625 岩手県金ケ崎町

1510 伊藤　和博 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:44:4126 岩手県盛岡市

1572 丹野　賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ  0:44:48東北電ＩＨＭＣ27 宮城県仙台市

1570 佐藤　良延 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:45:1328 秋田県秋田市

1598 伊藤　茂巳 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾐ  0:45:31国立花巻病院29 岩手県花巻市

1594 千田　宏輝 ﾁﾀﾞ ｺｳｷ  0:45:32ＲＵＮぼるぎー30 岩手県一関市

1508 平野　勝久 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｻ  0:45:5331 岩手県盛岡市

1543 小野寺　秀夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ  0:46:0232 岩手県奥州市

1618 菊田　和夫 ｷｸﾀ ｶｽﾞｵ  0:46:0633 岩手県一関市

1515 梅津　巧 ｳﾒﾂ ｺｳ  0:46:1834 岩手県奥州市

1577 堀川　学 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ  0:46:24Ｓｈｕｋｏ35 岩手県金ケ崎町

1557 坂井　義勝 ｻｶｲ ﾖｼｶﾂ  0:47:3136 岩手県盛岡市

1597 林　秀男 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｵ  0:47:56はやし内科37 岐阜県岐阜市

1532 小野寺　仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ  0:48:0638 岩手県一関市

1544 髙橋　保 ﾀｶﾊｼ ﾀﾓﾂ  0:48:1339 岩手県奥州市

1607 平野　直 ﾋﾗﾉ ﾅｵｼ  0:48:2440 岩手県北上市

1547 関原　裕二 ｾｷﾊﾗ ﾕｳｼﾞ  0:48:2741 岩手県金ケ崎町

1552 高橋　章悦 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｴﾂ  0:48:4842 岩手県金ケ崎町

1522 菅野　幸正 ｶﾝﾉ ﾕｷﾏｻ  0:48:5143 岩手県滝沢市

1559 髙橋　秀喜 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ  0:49:16金消２０５44 岩手県金ケ崎町

1507 髙橋　節夫 ﾀｶﾊｼ ｾﾂｵ  0:49:1745 岩手県九戸村

1617 小田島　和幸 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ  0:49:3746 岩手県北上市

1562 山屋　福実 ﾔﾏﾔ ﾌｸﾐ  0:49:4447 岩手県遠野市

1592 野村　均 ﾉﾑﾗ ﾋﾄｼ  0:49:4548 埼玉県伊奈町

1588 小山　明彦 ｵﾔﾏ ｱｷﾋｺ  0:49:5149 岩手県一関市

1591 篠木　生有 ｼﾉｷ ｾｲﾕｳ  0:49:5750 秋田県湯沢市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子５０歳代

市区町村県名

0:34:08大会記録：

1565 小林　勲 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ  0:50:0151 岩手県八幡平市

1587 高槁　康寿 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋｻ  0:50:1852 岩手県釜石市

1610 三上　義明 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ  0:50:22花巻走友会53 岩手県花巻市

1539 中嶋　勝司 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂｼ  0:50:3454 岩手県北上市

1518 佐々木　政実 ｻｻｷ ﾏｻﾐ  0:50:4155 岩手県滝沢市

1530 米倉　文男 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｵ  0:51:0656 岩手県奥州市

1516 吉田　秀一 ﾖｼﾀﾞ  0:51:2357 岩手県一関市

1596 八重樫　潤 ﾔｴｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ  0:52:0258 岩手県北上市

1620 菊池　憲光 ｷｸﾁ ｹﾝｺｳ  0:52:3359 岩手県北上市

1550 近藤　博 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ  0:54:1060 岩手県花巻市

1538 中居　勝則 ﾅｶｲ ｶﾂﾉﾘ  0:54:1061 岩手県宮古市

1551 小原　悟 ｵﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ  0:54:2562 岩手県北上市

1628 阿部　靖 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ  0:54:40大迫走友会63 岩手県花巻市

1520 藤原　公男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾐｵ  0:54:4864 岩手県盛岡市

1578 田村　文明 ﾀﾑﾗ ﾌﾐｱｷ  0:54:5765 岩手県矢巾町

1603 高橋　基浩 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾋﾛ  0:55:01ＷＡＤＯ楽走会66 岩手県花巻市

1574 佐々木　清一 ｻｻｷ ｾｲｲﾁ  0:55:42萱刈窪走友会67 岩手県奥州市

1586 佐藤　和良 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ  0:56:0768 秋田県大仙市

1505 高橋　正二 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ  0:56:1169 岩手県北上市

1535 渡辺　実雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ  0:56:1670 岩手県奥州市

1624 昆野　博幸 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ  0:56:3271 宮城県気仙沼市

1528 佐藤　友身 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ  0:56:3472 岩手県北上市

1608 千田　智 ﾁﾀﾞ ｻﾄｼ  0:56:3473 岩手県奥州市

1595 平田　六之助 ﾋﾗﾀ ﾛｸﾉｽｹ  0:56:50ＩＨＭＣ74 岩手県盛岡市

1503 鈴木　温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ  0:56:5275 岩手県奥州市

1589 佐藤　佐一 ｻﾄｳ ｻｲﾁ  0:57:47中野区76 東京都中野区

1519 佐藤　一成 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ  0:58:1577 岩手県金ケ崎町

1585 大向　達也 ｵｵﾑｶｲ ﾀﾂﾔ  0:58:1878 岩手県滝沢市

1533 菊地　公明 ｷｸﾁ ｷﾐｱｷ  0:58:3479 岩手県釜石市

1621 本舘　幸成 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾕｷﾅﾘ  0:58:5180 岩手県紫波町

1601 白椛　正美 ｼﾗｶﾊﾞ ﾏｻﾐ  0:58:5781 岩手県盛岡市

1584 西尾　憲夫 ﾆｼｵ ﾉﾘｵ  0:58:5782 愛知県武豊町

1560 髙橋　勝徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ  0:59:04上野法律ビジネス専門学校83 岩手県盛岡市

1576 菅生　泰之 ｽｺﾞｳ ﾔｽﾕｷ  0:59:2084 岩手県矢巾町

1616 高見　政彦 ﾀｶﾐ ﾏｻﾋｺ  0:59:3085 岩手県盛岡市

1580 菊池　浩光 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ  0:59:41システムベース86 岩手県北上市

1627 三浦　彦輝 ﾐｳﾗ ﾋｺﾃﾙ  1:00:2187 岩手県八幡平市

1523 及川　猛 ｵｲｶﾜ ﾀｹｼ  1:00:2588 岩手県奥州市

1609 鈴木　三徹 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾄ  1:00:2789 岩手県奥州市

1619 杉野　智一 ｽｷﾞﾉ ﾄﾓｶｽﾞ  1:00:2890 宮城県仙台市

1549 村上　敦 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｼ  1:00:56胆沢南走会91 岩手県奥州市

1567 髙橋　茂 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ  1:01:0792 岩手県奥州市

1509 渡辺　与志秀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ  1:01:10（株）仙北こまちの会93 秋田県大仙市

1534 中村　方次郎 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼﾞﾛｳ  1:01:3194 岩手県金ケ崎町

1512 坂本　公児 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:01:3395 岩手県盛岡市

1524 一井　朗 ｲﾁｲ ｱｷﾗ  1:01:3696 岩手県盛岡市

1527 菅原　知男 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ  1:01:4097 岩手県金ケ崎町

1593 三宅　靖 ﾐﾔｹ ﾔｽｼ  1:01:49北上市議会98 岩手県北上市

1531 川井　好男 ｶﾜｲ ﾖｼｵ  1:02:1999 岩手県盛岡市

1553 大石　孝 ｵｵｲｼ ﾀｶｼ  1:02:46100 岩手県奥州市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子５０歳代

市区町村県名

0:34:08大会記録：

1569 井上　俊弘 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾋﾛ  1:02:54利府ランニング101 宮城県利府町

1575 照井　光二 ﾃﾙｲ ﾐﾂｼﾞ  1:03:03アイシーエス102 岩手県盛岡市

1537 工藤　正樹 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ  1:03:17103 秋田県秋田市

1517 阿部　哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ  1:03:36104 岩手県北上市

1583 一関　克己 ｲﾁﾉｾｷ ｶﾂﾐ  1:04:05すっとぎＲＣ105 岩手県宮古市

1541 及川　正勝 ｵｲｶﾜ  1:05:15ＰＢ106 岩手県金ケ崎町

1602 竹花　浩二 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｼﾞ  1:06:30107 岩手県金ケ崎町

1615 石野　龍太 ｲｼﾉ ﾘｭｳﾀ  1:10:33グレープシティ108 宮城県仙台市

1568 佐藤　誠記 ｻﾄｳ ｾｲｷ  1:11:06109 宮城県仙台市

1563 丹野　大樹 ﾀﾝﾉ ﾀﾞｲｷ  1:15:44110 宮城県利府町

1611 佐藤　敦士 ｻﾄｳ ｱﾂｼ  1:18:21111 岩手県花巻市

1548 高橋　勝彦 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ  1:18:48112 岩手県奥州市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子６０歳代

市区町村県名

0:37:11大会記録：

1758 中野　茂樹 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｷ  0:41:081 岩手県久慈市

1767 五戸　幸輝 ｺﾞﾉﾍ ﾕｷﾃﾙ  0:42:272 岩手県北上市

1717 東　昇 ｱｽﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ  0:42:32大船渡ＡＣ3 岩手県大船渡市

1794 伊勢　登 ｲｾ ﾉﾎﾞﾙ  0:42:33北上マスターズ4 岩手県北上市

1716 橋本　久 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｼ  0:42:355 岩手県盛岡市

1768 佐々木　千代志 ｻｻｷ ﾁﾖｼ  0:44:21宮城県陸上競技協会6 宮城県松島町

1720 伊藤　幹男 ｲﾄｳ ﾐｷｵ  0:44:567 岩手県宮古市

1808 佐藤　忠治 ｻﾄｳ ﾁｭｳｼﾞ  0:45:47東北電気保安協8 岩手県盛岡市

1710 伊藤　敏雄 ｲﾄｳ ﾄｼｵ  0:46:01花巻走友会9 岩手県花巻市

1744 伊藤　守男 ｲﾄｳ ﾓﾘｵ  0:46:1310 岩手県北上市

1705 熊谷　義郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾛｳ  0:46:2911 岩手県一関市

1733 藤原　広志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ  0:46:4112 岩手県奥州市

1782 永井　功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ  0:46:48碁石海岸ＲＣ13 岩手県大船渡市

1795 遠藤　力 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ  0:47:0914 岩手県八幡平市

1810 塩山　司 ｼｵﾔﾏ ﾂｶｻ  0:48:23盛岡走友会15 岩手県盛岡市

1746 佐藤　松男 ｻﾄｳ ﾏﾂｵ  0:48:2916 岩手県奥州市

1773 伊藤　忠一 ｲﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ  0:50:0917 岩手県盛岡市

1798 安彦　敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ  0:50:10紫波楽走会18 岩手県一関市

1791 佐藤　隆文 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ  0:50:1219 岩手県一関市

1749 目時　雅弘 ﾒﾄｷ ﾏｻﾋﾛ  0:50:2920 宮城県仙台市

1760 佐藤　清文 ｻﾄｳ ｷﾖﾌﾐ  0:50:36げいび観光センター21 岩手県一関市

1714 松田　昭一 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ  0:50:4322 秋田県湯沢市

1739 川又　正志 ｶﾜﾏﾀ ﾏｻｼ  0:50:4923 岩手県盛岡市

1715 岩渕　吉郎 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｼﾛｳ  0:50:5124 岩手県一関市

1738 吉田　泰夫 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｵ  0:50:5725 岩手県一関市

1707 佐藤　茂 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ  0:51:0326 岩手県花巻市

1743 梅澤　正 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ  0:51:0427 岩手県宮古市

1762 芳賀　力一 ﾊｶﾞ ﾘｷｲﾁ  0:51:2028 岩手県金ケ崎町

1734 伊藤　喜多男 ｲﾄｳ ｷﾀｵ  0:52:0629 宮城県気仙沼市

1757 樋澤　正志 ﾄｲｻﾜ ﾏｻｼ  0:52:2230 岩手県紫波町

1778 坂本　讓 ｻｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ  0:52:2931 岩手県盛岡市

1761 吉田　幸晴 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ  0:52:3432 秋田県大仙市

1751 後藤　隆 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ  0:52:4033 岩手県奥州市

1804 佐藤　敏彦 ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ  0:52:5234 岩手県盛岡市

1726 高橋　憲郎 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ  0:53:03北上市体育協会35 岩手県北上市

1765 日下　耕司 ﾋｼﾀ ｺｳｼ  0:53:0936 岩手県紫波町

1797 伊藤　州児 ｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ  0:54:0337 秋田県由利本荘市

1732 伊藤　充夫 ｲﾄｳ ﾐﾂｵ  0:54:0438 宮城県仙台市

1766 及川　長一 ｵｲｶﾜ ﾁｮｳｲﾁ  0:54:0939 岩手県奥州市

1796 那須川　俊則 ﾅｽｶﾜ ﾄｼﾉﾘ  0:54:19いわてクラブ40 岩手県奥州市

1735 千葉　庄悦 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｴﾂ  0:54:2041 岩手県金ケ崎町

1802 山本　猛 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ  0:54:3242 岩手県盛岡市

1713 髙橋　次雄 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾞｵ  0:54:5543 岩手県北上市

1806 小野寺　良信 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:55:10一関楽走会44 岩手県一関市

1789 高橋　健次郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ  0:55:35けんや＆ゆきえ45 岩手県奥州市

1750 佐々木　幸治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ  0:55:39ＭＰＲＣ46 宮城県涌谷町

1812 佐々木　記夫 ｻｻｷ ﾉﾘｵ  0:56:34鬼柳走友会47 岩手県北上市

1731 須藤　孝行 ｽﾄｳ ﾀｶﾕｷ  0:56:3948 宮城県気仙沼市

1781 岡崎　幸治 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ  0:56:42県庁走友ＯＢ会49 岩手県奥州市

1790 池田　正一 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ  0:56:54フルハーフＲＣ50 神奈川県小田原市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子６０歳代

市区町村県名

0:37:11大会記録：

1792 上ノ澤　正太郎 ｶﾐﾉｻﾜ ﾏｻﾀﾛｳ  0:57:08都南体育館51 岩手県盛岡市

1745 大森　松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ  0:57:1052 岩手県花巻市

1719 菅原　講作 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｻｸ  0:57:14上野山岳会53 岩手県花巻市

1725 細川　広 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ  0:57:2854 宮城県石巻市

1788 佐藤　照文 ｻﾄｳ ﾃﾙﾌﾐ  0:57:4755 秋田県大仙市

1727 菊池　明 ｷｸﾁ ｱｷﾗ  0:57:5456 岩手県盛岡市

1718 飯島　二郎 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞﾛｳ  0:57:5857 岩手県盛岡市

1752 菅原　清 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖｼ  0:58:0058 岩手県一関市

1747 千田　侑一 ﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁ  0:58:0659 岩手県奥州市

1728 小田島　伸 ｵﾀﾞｼﾏ  0:58:0760 岩手県北上市

1807 高橋　孝昭 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｱｷ  0:58:08ＳＡＫＡＩＲＣ61 岩手県滝沢市

1723 阿部　茂男 ｱﾍﾞ ｼｹﾞｵ  0:58:3762 宮城県東松島市

1784 鈴木　清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ  0:58:3863 岩手県奥州市

1774 永洞　勝男 ﾅｶﾞﾎﾗ ｶﾂｵ  0:59:1464 岩手県宮古市

1809 見澤　昭人 ﾐｻﾜ ｱｷﾋﾄ  0:59:22酒井機材ＲＣ65 北海道札幌市

1786 若山　義典 ﾜｶﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ  0:59:3966 岩手県一関市

1805 関　直 ｾｷ ﾅｵｼ  0:59:41高田松原67 岩手県一関市

1771 佐々木　政明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ  0:59:4268 岩手県奥州市

1709 齋藤　博 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ  0:59:4969 宮城県名取市

1721 斎藤　敏 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ  0:59:5570 宮城県仙台市

1740 昆野　清幸 ｺﾝﾉ ｾｲｺｳ  1:00:04ゼッケンおじさん２００５71 岩手県奥州市

1799 山根　勲 ﾔﾏﾈ ｲｻｵ  1:00:2972 宮城県仙台市

1708 小原　清一 ｵﾊﾞﾗ ｾｲｲﾁ  1:00:3673 岩手県北上市

1759 高橋　満 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ  1:00:55永沢狂走部74 岩手県金ケ崎町

1793 森田　龍夫 ﾓﾘﾀ ﾀﾂｵ  1:01:00Ｊ．Ｊ．Ｃ75 宮城県仙台市

1711 渡辺　泰範 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ  1:01:0476 岩手県金ケ崎町

1777 村上　勝雄 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂｵ  1:01:2377 茨城県日立市

1776 平野　達男 ﾋﾗﾉ ﾀﾂｵ  1:01:2778 岩手県盛岡市

1730 及川　紀 ｵｲｶﾜ ｵｻﾑ  1:02:2679 岩手県金ケ崎町

1741 藤村　誠一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｾｲｲﾁ  1:03:2980 岩手県盛岡市

1764 斉藤　立夫 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｵ  1:03:4781 岩手県奥州市

1769 大内　政照 ｵｵｳﾁ ﾏｻﾃﾙ  1:05:1682 岩手県平泉町

1701 二階堂　美佐男 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾐｻｵ  1:05:2783 岩手県北上市

1811 田澤　拓實 ﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ  1:06:08ＣＡＢ84 岩手県花巻市

1780 畠山　英二 ﾊﾀｹﾔﾏ ｴｲｼﾞ  1:06:0885 岩手県盛岡市

1779 高橋　敏彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ  1:06:15北上市役所86 岩手県北上市

1722 柳岡　徳雄 ﾔﾅｷﾞｵｶ ﾄｸｵ  1:06:4687 岩手県葛巻町

1756 高橋　盛夫 ﾀｶﾊｼ ﾓﾘｵ  1:06:4888 千葉県千葉市

1763 菊池　恒夫 ｷｸﾁ ﾂﾈｵ  1:07:05水農夢走会89 岩手県奥州市

1803 亀谷　悟 ｶﾒﾔ ｻﾄﾙ  1:08:20イヤタカ90 秋田県秋田市

1729 阿部　孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ  1:09:2691 岩手県一関市

1754 伊東　俊一 ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ  1:09:3392 岩手県一関市

1755 八重樫　文夫 ﾔｴｶﾞｼ ﾌﾐｵ  1:10:3993 岩手県北上市

1748 金野　実 ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ  1:16:4794 岩手県陸前高田市

1742 甲地　康夫 ｶｯﾁ ﾔｽｵ  1:25:1495 岩手県花巻市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ男子７０歳以上

市区町村県名

0:41:36大会記録：

1919 小野　弘志 ｵﾉ ﾋﾛｼ  0:45:04ミズサワ.アイソカイ1 岩手県奥州市

1908 長岡　直人 ﾅｶﾞｵｶ ﾅｵﾄ  0:47:34釜石はせっぺす2 岩手県釜石市

1902 菊池　年一 ｷｸﾁ ﾄｼｶｽﾞ  0:47:57宮古健走会3 岩手県宮古市

1920 金　公四 ｺﾝ ｺｳｼ  0:49:084 秋田県秋田市

1925 藤沢　清志 ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｼ  0:50:07ラージクラブ5 岩手県奥州市

1916 石井　嶺雄 ｲｼｲ ﾐﾈｵ  0:51:146 岩手県陸前高田市

1924 後藤　隆右 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｽｹ  0:52:56(株)後藤製作所7 岩手県奥州市

1906 澤口　四郎 ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾛｳ  0:54:278 岩手県八幡平市

1910 本橋　一平 ﾓﾄﾊｼ ｲｯﾍﾟｲ  0:57:159 宮城県加美町

1907 千葉　正雄 ﾁﾊﾞ ﾏｻｵ  0:58:0110 岩手県大船渡市

1903 藤井　範雄 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｵ  0:58:0711 岩手県盛岡市

1904 後藤　喜美男 ｺﾞﾄｳ ｷﾐｵ  0:58:1212 岩手県奥州市

1927 山中　素久 ﾔﾏﾅｶ ﾓﾄﾋｻ  0:58:3713 岩手県花巻市

1931 澤田　行一 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ  0:58:41盛岡走友会14 岩手県盛岡市

1921 千田　七郎 ﾁﾀﾞ ｼﾁﾛｳ  0:58:4515 岩手県奥州市

1914 月泉　孝瑞 ﾂｷｲｽﾞﾐ ｺｳｽﾞｲ  0:58:5416 秋田県羽後町

1933 小泉　洋 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ  0:59:0317 岩手県盛岡市

1929 高橋　州佑 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ  0:59:5818 岩手県奥州市

1915 菅原　勝美 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾐ  1:01:4919 岩手県奥州市

1930 小野寺　東洋 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｳﾖｳ  1:04:3220 岩手県奥州市

1923 千田　義治 ﾁﾀﾞ ﾖｼｼﾞ  1:06:05いきいきランナー21 岩手県奥州市

1901 髙橋　忠徳 ﾀｶﾊｼ ﾁｭｳﾄｸ  1:06:4522 岩手県奥州市

1932 上ノ澤　一彦 ｶﾐﾉｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ  1:07:1523 岩手県盛岡市

1926 齋藤　保男 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ  1:08:32玉山走友会24 岩手県矢巾町

1922 三光楼　隆雄 ｻﾝｺｳﾛｳ ﾀｶｵ  1:10:2325 岩手県釜石市

1909 千葉　良作 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｻｸ  1:10:2726 岩手県金ケ崎町

1918 菊地　長平 ｷｸﾁ ﾁｮｳﾍｲ  1:19:1727 岩手県奥州市

1913 及川　正郎 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾛｳ  1:23:5528 岩手県奥州市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ女子１６歳～３９歳

市区町村県名

0:37:26大会記録：

2002 庄司　夏子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ  0:41:50胆沢南走会1 岩手県一関市

2006 大瀧　あすか ｵｵﾀｷ ｱｽｶ  0:45:172 岩手県花巻市

2020 勝山　優花 ｶﾂﾔﾏ ﾕｳｶ  0:46:43とまと屋さん3 岩手県花巻市

2010 及川　美香 ｵｲｶﾜ ﾐｶ  0:47:014 岩手県奥州市

2013 新田　彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ  0:47:205 岩手県花巻市

2030 齊藤　みゆき ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ  0:48:35盛岡走友会6 岩手県盛岡市

2023 中里　奈々 ﾅｶｻﾄ ﾅﾅ  0:50:347 岩手県盛岡市

2042 菊地　美里 ｷｸﾁ ﾐｻﾄ  0:50:498 秋田県潟上市

2036 畠　詩央里 ﾊﾀ ｼｵﾘ  0:51:399 岩手県花巻市

2009 藤原　麻美 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾐ  0:53:4110 宮城県大崎市

2031 小野　直子 ｵﾉ ﾅｵｺ  0:54:1511 秋田県湯沢市

2022 南野　智美 ﾐﾅﾐﾉ ﾄﾓﾐ  0:56:08走れメレスの会12 岩手県二戸市

2018 比佐　悠希江 ﾋｻ ﾕｷｴ  0:56:0913 岩手県盛岡市

2024 津川　めぐみ ﾂｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ  0:56:4114 東京都杉並区

2004 鈴木　雅 ｽｽﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ  0:57:1915 秋田県仙北市

2040 昆野　綾香 ｺﾝﾉ ｱﾔｶ  0:57:2916 宮城県気仙沼市

2034 千葉　広美 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾐ  0:57:3017 岩手県盛岡市

2038 遠藤　綾子 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｺ  0:58:2418 岩手県紫波町

2028 奥友　南 ｵｸﾄﾓ ﾐﾅﾐ  0:58:3119 岩手県雫石町

2041 伊東　亜弥 ｲﾄｳ ｱﾔ  0:59:0920 岩手県盛岡市

2021 小野寺　宏美 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾐ  1:00:11らんぼるぎーに21 岩手県一関市

2007 吉田　悠 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ  1:00:2322 岩手県陸前高田市

2037 齋藤　亜矢子 ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ  1:01:1223 宮城県仙台市

2015 高木　まゆみ ﾀｶｷﾞ ﾏﾕﾐ  1:01:2724 岩手県一関市

2016 高田　美穂 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎ  1:01:3625 岩手県二戸市

2017 昆　亜美 ｺﾝ ｱﾐ  1:02:23ハーティー26 岩手県盛岡市

2014 大野　優 ｵｵﾉ ﾕｳ  1:02:2627 岩手県北上市

2043 高野　愛代 ﾀｶﾉ ﾒｸﾞﾖ  1:02:4128 岩手県盛岡市

2035 澤野　琴美 ｻﾜﾉ ｺﾄﾐ  1:03:3529 岩手県盛岡市

2033 佐々木　あゆみ ｻｻｷ ｱﾕﾐ  1:04:3430 岩手県宮古市

2005 千葉　千尋 ﾁﾊﾞ ﾁﾋﾛ  1:05:5531 岩手県金ケ崎町

2039 赤澤　里美 ｱｶｻﾞﾜ ｻﾄﾐ  1:06:0032 岩手県盛岡市

2026 日野澤　香 ﾋﾉｻﾜ ｶｵﾘ  1:06:1533 岩手県盛岡市

2019 遠藤　真美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ  1:06:2034 岩手県盛岡市

2027 及川　ゆい ｵｲｶﾜ ﾕｲ  1:06:5735 岩手県北上市

2008 伊藤　美幸 ｲﾄｳ ﾐﾕｷ  1:08:20チーム鎌倉36 岩手県北上市

2029 多田　敦子 ﾀﾀﾞ ｱﾂｺ  1:08:3037 岩手県北上市

2003 小原　由香理 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶﾘ  1:11:5138 岩手県北上市

2032 北田　紗友美 ｷﾀﾀﾞ ｻﾄﾐ  1:13:2139 岩手県盛岡市

2001 進藤　雅子 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻｺ  1:19:2040 秋田県秋田市

2012 小野　真由美 ｵﾉ ﾏﾕﾐ  1:19:2541 岩手県奥州市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ女子４０歳代

市区町村県名

0:39:39大会記録：

2110 小野　千津 ｵﾉ ﾁﾂﾞ  0:42:02仙台視覚障害Ｒ1 宮城県仙台市

2107 羽石　美有紀 ﾊﾈｲｼ ﾐﾕｷ  0:47:58三ヶ尻走友会2 岩手県金ケ崎町

2115 川村　智子 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｺ  0:50:083 岩手県花巻市

2103 小関　明美 ｺｾｷ ｱｹﾐ  0:53:304 岩手県金ケ崎町

2119 菅原　真樹子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｷｺ  0:54:575 宮城県登米市

2116 松山　恵美 ﾏﾂﾔﾏ ｴﾐ  0:56:446 岩手県盛岡市

2101 小森田　泉 ｺﾓﾘﾀ ｲｽﾞﾐ  0:59:467 岩手県北上市

2117 三浦　浩子 ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ  1:00:09ちどりＲＣ8 秋田県男鹿市

2108 道又　由実子 ﾐﾁﾏﾀ ﾕﾐｺ  1:00:25チーム・縁9 岩手県奥州市

2113 土濃塚　未来 ﾄﾉﾂｶ ﾐﾅ  1:00:3310 秋田県大館市

2114 小山　奈都子 ｵﾔﾏ ﾅﾂｺ  1:01:5311 岩手県一関市

2120 畠山　幸恵 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｷｴ  1:04:2612 岩手県紫波町

2118 高嶋　純子 ﾀｶｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ  1:06:04にくみそふとぶ13 宮城県大崎市

2102 高橋　小百合 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾘ  1:07:3514 岩手県奥州市

2104 高橋　正記子 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｺ  1:08:0115 岩手県盛岡市

2109 高田　学 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ  1:10:5916 岩手県軽米町

2105 山口　結子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ  1:13:5617 東京都大田区

2106 須々木　美穂 ｽｽｷ ﾐﾎ  1:16:4318 東京都港区

Print : 2016/06/05 13:29:58 23 / 39 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位ﾅﾝﾊﾞｰ氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ

第34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 １０Ｋ女子５０歳以上

市区町村県名

0:42:46大会記録：

2203 大越　麻子 ｵｵｺｼ ｱｻｺ  0:43:461 岩手県盛岡市

2226 亀谷　孝子 ｶﾒﾔ ﾀｶｺ  0:52:182 秋田県秋田市

2205 小野寺　たけ子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｺ  0:52:203 岩手県一関市

2228 中村　睦子 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂｺ  0:52:494 岩手県盛岡市

2208 小山田　自子 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖﾘｺ  0:54:005 岩手県盛岡市

2227 高橋　祐美子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ  0:54:01友愛会6 岩手県金ケ崎町

2230 太田　裕美 ｵｵﾀ ﾋﾛﾐ  0:54:257 岩手県釜石市

2221 小岩　和香 ｺｲﾜ ﾜｶ  0:55:058 岩手県一関市

2211 高橋　かお子 ﾀｶﾊｼ ｶｵｺ  0:55:36永沢レディース9 岩手県金ケ崎町

2210 金子　律子 ｶﾈｺ ﾘﾂｺ  0:57:1810 岩手県一関市

2207 細川　尚子 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳｺ  0:59:5211 宮城県石巻市

2204 八巻　和子 ﾔﾏｷ ｶｽﾞｺ  1:00:0012 宮城県登米市

2206 讃岐　裕子 ｻﾇｷ ﾋﾛｺ  1:00:1913 秋田県横手市

2224 丹野　綾子 ﾀﾝﾉ ｱﾔｺ  1:00:2814 宮城県仙台市

2215 小野寺　章子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳｺ  1:03:05ビューテック15 岩手県金ケ崎町

2212 工藤　ひろみ ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ  1:03:2116 秋田県秋田市

2220 清水　宏子 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｺ  1:04:0217 岩手県盛岡市

2218 木沢　順子 ｷｻﾞﾜ ｱﾂｺ  1:04:4518 岩手県宮古市

2202 山内　スミ子 ﾔﾏｳﾁ ｽﾐｺ  1:04:4919 岩手県宮古市

2225 安彦　節子 ｱﾋﾞｺ ｾﾂｺ  1:05:12紫波楽走会20 岩手県一関市

2222 八幡　洋子 ﾔﾊﾀ ﾖｳｺ  1:06:1721 岩手県盛岡市

2201 髙橋　かつえ ﾀｶﾊｼ ｶﾂｴ  1:07:3722 宮城県大崎市

2229 及川　憲子 ｵｲｶﾜ ﾉﾘｺ  1:11:2923 岩手県金ケ崎町

2213 高橋　玲子 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｺ  1:13:5824 岩手県金ケ崎町

2223 中村　裕子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ  1:13:5925 山形県山形市

2219 千葉　敬子 ﾁﾊﾞ ｹｲｺ  1:13:5926 岩手県盛岡市

2217 菊池　尚子 ｷｸﾁ ﾅｵｺ  1:18:3227 岩手県花巻市

2216 高橋　キサ子 ﾀｶﾊｼ ｷｻｺ  1:20:41永沢レディース28 岩手県金ケ崎町

2214 千田　ヨリ子 ﾁﾀﾞ ﾖﾘｺ  1:36:0129 岩手県金ケ崎町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ男子中学生

市区町村県名

0:17:00大会記録：

3009 小野寺　陸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｸ  0:17:161 岩手県奥州市

3015 大崎　朋哉 ｵｵｻｷ ﾄﾓﾔ  0:18:092 岩手県金ケ崎町

3017 吉田　光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ  0:18:423 福島県二本松市

3002 土井　隼斗 ﾄﾞｲ ﾊﾔﾄ  0:19:104 岩手県金ケ崎町

3020 阿部　一希 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ  0:19:29若柳中学校5 岩手県奥州市

3018 及川　駿介 ｵｲｶﾜ ｼｭﾝｽｹ  0:19:326 岩手県一関市

3023 森　翔吾 ﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ  0:19:58金ヶ崎中学校7 岩手県金ケ崎町

3021 伊藤　啓佑 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ  0:20:01上杉山中学校8 宮城県仙台市

3014 柴田　大地 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ  0:20:099 岩手県奥州市

3007 堀田　将吾 ﾎﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ  0:20:3010 岩手県金ケ崎町

3016 小原　隼人 ｵﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ  0:20:5611 岩手県奥州市

3004 佐々木　優人 ｻｻｷ ﾕｳﾄ  0:21:0012 宮城県仙台市

3010 髙橋　桜汰 ﾀｶﾊｼ ｵｳﾀ  0:22:0913 岩手県金ケ崎町

3008 小園　顕資 ｺｿﾞﾉ ｹﾝｽｹ  0:22:46奥州アスリートクラブ14 岩手県奥州市

3005 千葉　陽人 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ  0:23:3415 岩手県金ケ崎町

3012 小関　桜介 ｺｾｷ ｵｳｽｹ  0:23:3816 岩手県金ケ崎町

3011 土肥　輝夢 ﾄﾞｲ ｱｷﾄ  0:25:3517 岩手県金ケ崎町

3006 芳賀　想 ﾊｶﾞ ｺｺﾛ  0:27:4818 岩手県金ケ崎町

3013 小関　冬威 ｺｾｷ ﾄｳｲ  0:27:5719 岩手県金ケ崎町

3001 菅原　翔太 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳﾀ  0:30:5920 岩手県金ケ崎町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ男子１８歳～３９歳

市区町村県名

0:16:15大会記録：

3145 樋渡　翔太 ﾋﾜﾀｼ ｼｮｳﾀ  0:16:19北上市陸教1 岩手県北上市

3105 李　国斉 ﾘ ｺｸｻｲ  0:16:35トヨタ自動車東日本（株）2 岩手県北上市

3146 中野　和也 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ  0:16:56ＮＲＣ3 宮城県仙台市

3125 遠藤　広樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ  0:17:094 岩手県花巻市

3111 早田　洋平 ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ  0:17:115 福島県相馬市

3132 目移　和行 ﾒｳﾂﾘ ｶｽﾞﾕｷ  0:17:36雫石町陸協6 岩手県雫石町

3103 佐藤　泰 ｻﾄｳ ﾔｽｼ  0:17:517 岩手県奥州市

3107 石丸　秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:17:558 宮城県登米市

3102 久保田　健太 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ  0:17:589 岩手県花巻市

3154 佐藤　公盛 ｻﾄｳ ｷﾐﾓﾘ  0:18:0310 岩手県盛岡市

3134 及川　勝利 ｵｲｶﾜ ｶﾂﾄｼ  0:18:29ライトゴロ11 茨城県つくばみらい市

3112 佐藤　隼人 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ  0:18:4112 岩手県北上市

3140 野村　貴裕 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:18:47盛岡消防本部13 岩手県盛岡市

3135 千葉　洋 ﾁﾊﾞ ﾖｳ  0:18:49アイシン東北14 岩手県金ケ崎町

3101 阿部　隆史 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ  0:19:14いきものがかりファンクラブ15 岩手県矢巾町

3149 山本　雄太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ  0:19:22八幡平市陸協16 岩手県八幡平市

3137 石母田　拓也 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ  0:19:46ＮＲＣ17 岩手県一関市

3138 高橋　勇太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ  0:19:5718 岩手県花巻市

3153 中軽米　璃輝 ﾅｶｶﾙﾏｲ ﾘｷ  0:20:30岩手大学走友会19 岩手県滝沢市

3127 後藤　隆哉 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾔ  0:21:0120 岩手県奥州市

3106 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ  0:21:11デンソー岩手21 岩手県奥州市

3160 佐藤　紘樹 ｻﾄｳ ｺｳｷ  0:21:5722 岩手県花巻市

3156 武田　俊介 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ  0:22:2023 岩手県大船渡市

3131 畑山　拓也 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ  0:22:44コマさん24 岩手県盛岡市

3110 吉田　弘輔 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ  0:23:0325 岩手県矢巾町

3147 沼倉　達也 ﾇﾏｸﾗ ﾀﾂﾔ  0:23:43ＮＡＣ26 岩手県一関市

3152 斎藤　勉 ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ  0:24:02双日食料水産27 岩手県釜石市

3130 麦澤　敏也 ﾑｷﾞｻﾜ ﾄｼﾔ  0:24:2528 岩手県金ケ崎町

3136 瀬川　尚樹 ｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ  0:24:43城北電機走友会29 岩手県盛岡市

3113 斉藤　清孝 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾀｶ  0:25:0130 岩手県金ケ崎町

3133 小泉　裕也 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ  0:25:37（有）北一農31 岩手県北上市

3155 三ノ宮　龍央 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾀﾂﾋﾛ  0:26:3932 岩手県北上市

3129 駒場　隆行 ｺﾏﾊﾞ ﾀｶﾕｷ  0:27:0933 岩手県花巻市

3108 高橋　広隆 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾀｶ  0:27:3334 岩手県奥州市

3117 千葉　恭平 ﾁﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ  0:27:5435 岩手県金ケ崎町

3159 濱田　元氣 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾞﾝｷ  0:28:2136 岩手県花巻市

3124 ラムダニ ﾗﾑﾀﾞﾆ  0:28:3737 岩手県金ケ崎町

3143 佐藤　良幸 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ  0:28:5338 岩手県奥州市

3144 小原　拓弥 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ  0:29:0739 岩手県花巻市

3123 フレッディ ﾌﾚｯﾃﾞｨ  0:29:4740 岩手県金ケ崎町

3139 高橋　茂雄 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ  0:30:19カネマン41 岩手県盛岡市

3142 高橋　智史 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ  0:30:59胆沢やまゆり会42 岩手県奥州市

3157 近村　真彦 ﾁｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ  0:31:25カネマン津志田43 岩手県盛岡市

3118 石川　清隆 ｲｼｶﾜ  0:32:03(株)パワー・ブレン44 岩手県金ケ崎町

3119 工藤　幸一 ｸﾄﾞｳ  0:32:18(株)パワー・ブレン45 岩手県金ケ崎町

3122 アントン　ワルダナサプトラ ｱﾝﾄﾝ ﾜﾙﾀﾞﾅｻﾌﾟﾄﾗ  0:32:4546 岩手県金ケ崎町

3141 千田　剛憲 ﾁﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ  0:33:0447 岩手県金ケ崎町

3158 佐々木　規郎 ｻｻｷ ﾉﾘｵ  0:33:4148 岩手県花巻市

3128 伊藤　雅貴 ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ  0:33:4349 岩手県北上市

3115 髙橋　健太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ  0:34:0850 岩手県金ケ崎町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ男子１８歳～３９歳

市区町村県名

0:16:15大会記録：

3126 アンディ　サントソ ｱﾝﾃﾞｨ ｻﾝﾄｿ  0:34:2151 岩手県金ケ崎町

3121 谷口　直也 ﾀﾆｸﾞﾁ  0:34:23(株)パワー・ブレン52 岩手県金ケ崎町

3151 岩崎　和樹 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ  0:35:02双日食料水産53 岩手県釜石市

3120 佐々木　教夫 ｻｻｷ  0:35:59(株)パワー・ブレン54 岩手県金ケ崎町

3109 佐藤　真也 ｻﾄｳ  0:36:11メフレ55 岩手県金ケ崎町

3150 大和田　勝利 ｵｵﾜﾀﾞ ｶﾂﾄｼ  0:39:24双日食料水産56 岩手県釜石市

3114 佐々木　望 ｻｻｷ ﾉｿﾞﾑ  0:43:46虹の家57 岩手県金ケ崎町

3116 越田　正 ｺｼﾀ ﾀﾀﾞｼ  0:43:4758 岩手県金ケ崎町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ男子４０歳～５９歳

市区町村県名

0:16:38大会記録：

3213 千葉　敦司 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ  0:16:54大船渡陸上倶楽部1 岩手県大船渡市

3225 鈴木　浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:17:092 宮城県大崎市

3237 碓井　誠一 ｳｽｲ ｾｲｲﾁ  0:17:21ＹＫＫＡＰ東北3 宮城県大崎市

3247 高畑　政弘 ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ  0:17:58鹿角ＸＣ4 秋田県鹿角市

3222 小園　守 ｺｿﾞﾉ ﾏﾓﾙ  0:18:10トヨタ東日本5 岩手県奥州市

3250 山根　康宏 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ  0:18:27Ｒｕｎぼるぎー6 岩手県一関市

3236 佐々木　孝仁 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ  0:18:33大友運送7 岩手県北上市

3223 佐々木　建 ｻｻｷ ﾀﾂﾙ  0:19:028 岩手県奥州市

3214 髙橋　健也 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾔ  0:19:28デンソー岩手9 岩手県北上市

3232 伊藤　憲司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ  0:20:20(株)岩手銀行10 岩手県金ケ崎町

3259 佐々木　淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ  0:20:26佐々木建材11 岩手県奥州市

3207 佐藤　則文 ｻﾄｳ ﾉﾘﾌﾐ  0:20:3012 岩手県奥州市

3239 菊地　寿 ｷｸﾁ ﾋｻｼ  0:21:07南部達人隊13 岩手県北上市

3234 渡辺　浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ  0:21:1914 岩手県金ケ崎町

3251 加藤　慶司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ  0:21:26上田おやじの会15 岩手県盛岡市

3221 菅原　勝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾙ  0:21:44デンソー岩手16 岩手県北上市

3208 小野寺　勝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾙ  0:22:0017 岩手県奥州市

3249 佐藤　茂利 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾄｼ  0:22:3618 岩手県奥州市

3228 大内　治 ｵｵｳﾁ ｵｻﾑ  0:22:51ＴＥＡＭアテルイ19 岩手県奥州市

3206 高橋　和晴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾊﾙ  0:22:5420 岩手県奥州市

3243 グラハム　マーク ｸﾞﾗﾊﾑ ﾏｰｸ  0:22:5921 岩手県花巻市

3211 武藤　正則 ﾑﾄｳ ﾏｻﾉﾘ  0:23:3022 岩手県盛岡市

3238 千田　俊輔 ﾁﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ  0:24:4423 岩手県奥州市

3229 小原　優 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾙ  0:24:4824 岩手県奥州市

3265 酒井　孝善 ｻｶｲ ﾀｶﾖｼ  0:24:5825 山形県酒田市

3205 田村　弘治 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ  0:25:0426 岩手県奥州市

3215 宮本　公一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ  0:25:4027 岩手県金ケ崎町

3240 鈴木　剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ  0:25:55角中バド28 宮城県大河原町

3245 山田　拓也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ  0:26:0729 岩手県北上市

3230 千田　起也 ﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ  0:26:1230 岩手県北上市

3201 藤村　隆広 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｭｳｺｳ  0:26:5431 岩手県北上市

3233 千葉　憲幸 ﾁﾊﾞ ﾉﾘﾕｷ  0:27:1332 岩手県奥州市

3227 増川　徹哉 ﾏｽｶﾜ ﾃﾂﾔ  0:27:5933 岩手県金ケ崎町

3248 松田　智行 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  0:28:04走っとコーネ34 岩手県釜石市

3242 白鳥　賢治 ｼﾗﾄﾘ ｹﾝｼﾞ  0:28:32デンソー岩手35 愛知県幸田町

3226 小島　正寿 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾄｼ  0:28:34(株)新日36 岩手県釜石市

3241 髙橋　榮二 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ  0:28:5637 岩手県盛岡市

3202 横山　重美 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞﾐ  0:29:1138 埼玉県さいたま市

3203 大坂　和信 ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ  0:30:0139 岩手県陸前高田市

3253 丸山　進一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  0:30:1340 岩手県奥州市

3263 木下　淳平 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:30:1541 岩手県盛岡市

3224 菅野　研作 ｶﾝﾉ ｹﾝｻｸ  0:30:1942 岩手県陸前高田市

3231 佐藤　裕樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ  0:30:3043 岩手県金ケ崎町

3252 小原　一輝 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾃﾙ  0:31:0144 岩手県金ケ崎町

3246 川村　浩悦 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｴﾂ  0:31:08ハローワーク45 岩手県釜石市

3217 植村　光一 ｳｴﾑﾗ  0:31:41ＰＢ46 岩手県金ケ崎町

3204 畠山　鉄男 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾃﾂｵ  0:31:4847 岩手県奥州市

3209 帷子　静男 ｶﾀﾋﾞﾗ ｼｽﾞｵ  0:32:1948 岩手県滝沢市

3258 永谷　利行 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾄｼﾕｷ  0:32:40ランキャト49 秋田県秋田市

3235 池田　裕太郎 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ  0:32:4750 岩手県一関市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ男子４０歳～５９歳

市区町村県名

0:16:38大会記録：

3216 斎藤　徹 ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ  0:33:4451 岩手県一関市

3219 吉田　和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  0:35:0752 岩手県矢巾町

3212 浅利　三千夫 ｱｻﾘ ﾐﾁｵ  0:37:0153 岩手県北上市

3262 高木　伸 ﾀｶｷﾞ ｼﾝ  0:40:3454 岩手県花巻市

3255 武田　啓一 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｲﾁ  0:43:12双日食料水産55 岩手県釜石市

3256 東梅　拓也 ﾄｳﾊﾞｲ ﾀｸﾔ  0:43:12双日食料水産56 岩手県釜石市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ男子６０歳以上

市区町村県名

0:19:31大会記録：

3323 安保　淳 ｱﾝﾎﾞ ｱﾂｼ  0:19:431 岩手県盛岡市

3305 八重樫　光男 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾂｵ  0:20:57笹間ＭＣ2 岩手県花巻市

3359 麓　道弘 ﾌﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ  0:21:12大船渡ＡＣ3 岩手県大船渡市

3352 阿部　幹男 ｱﾍﾞ ﾐｷｵ  0:21:294 宮城県石巻市

3315 坂田　稔 ｻｶﾀ ﾐﾉﾙ  0:21:305 岩手県盛岡市

3301 千田　君男 ﾁﾀﾞ ｷﾐｵ  0:21:456 宮城県登米市

3310 中里　薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ  0:23:097 岩手県一関市

3358 佐々木　儀一 ｻｻｷ ｷﾞｲﾁ  0:23:11石越長下田ＲＣ8 宮城県登米市

3316 粟野　忠男 ｱﾜﾉ ﾀﾀﾞｵ  0:23:529 岩手県奥州市

3326 八重樫　光徳 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾂﾉﾘ  0:24:01笹間クラブ10 岩手県花巻市

3347 脇山　康伸 ﾜｷﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ  0:25:4011 岩手県花巻市

3343 小野寺　実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ  0:25:4412 岩手県奥州市

3331 大前　典男 ｵｵﾏｴ ﾌﾐｵ  0:26:5213 青森県階上町

3325 菅野　孝二 ｶﾝﾉ ｺｳｼﾞ  0:27:19奥州水沢愛走会14 岩手県奥州市

3328 小林　健治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ  0:27:2415 秋田県秋田市

3327 佐々木　篤 ｻｻｷ ｱﾂｼ  0:27:2616 岩手県滝沢市

3312 菊地　淳 ｷｸﾁ ｱﾂｼ  0:27:4217 岩手県奥州市

3356 田澤　豊 ﾀｻﾞﾜ ﾕﾀｶ  0:28:0718 岩手県宮古市

3354 菅原　一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊｼﾒ  0:28:12猿沢走友会19 岩手県一関市

3308 柳村　好見 ﾔﾅｷﾞﾑﾗ ﾖｼﾐ  0:28:2820 岩手県滝沢市

3351 平内　文夫 ﾋﾗﾅｲ ﾌﾐｵ  0:29:1021 岩手県宮古市

3330 松田　勲 ﾏﾂﾀﾞ ｲｻｵ  0:29:2022 岩手県釜石市

3349 小野寺　由治 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼｼﾞ  0:29:39水沢愛走会23 岩手県奥州市

3355 伊藤　清一 ｲﾄｳ ｾｲｲﾁ  0:30:2024 宮城県富谷町

3353 葛原　秋夫 ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷｵ  0:30:44名取・杜クラブ25 宮城県名取市

3333 磯﨑　善雄 ｲｿｻｷ ﾖｼｵ  0:30:4726 宮城県石巻市

3311 千葉　秋男 ﾁﾊﾞ ｱｷｵ  0:30:5627 岩手県奥州市

3309 小原　幸夫 ｵﾊﾞﾗ ﾕｷｵ  0:31:1228 岩手県一関市

3302 岩田　善弘 ｲﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ  0:32:1729 岩手県宮古市

3344 紺野　敏郎 ｺﾝﾉ ﾄｼﾛｳ  0:32:4930 岩手県奥州市

3350 菅原　速男 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾔｵ  0:33:0231 岩手県一関市

3320 小田島　克郎 ｵﾀﾞｼﾏ ｶﾂﾛｳ  0:33:1332 岩手県北上市

3319 小林　文男 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ  0:33:1633 岩手県奥州市

3334 古舘　正敏 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾏｻﾄｼ  0:33:4634 岩手県盛岡市

3314 小野寺　茂男 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞｵ  0:33:5635 岩手県奥州市

3340 伊藤　秀義 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾖｼ  0:34:5936 岩手県奥州市

3336 高橋　和生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ  0:35:2737 岩手県奥州市

3313 髙橋　哲二 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｼﾞ  0:35:49大島髙橋板金38 宮城県気仙沼市

3322 小野寺　昇一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ  0:35:5239 岩手県奥州市

3324 千葉　昭廣 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾛ  0:37:2540 岩手県金ケ崎町

3346 盛山　稔 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾉﾙ  0:38:3941 岩手県奥州市

3338 千田　正耕 ﾁﾀﾞ ｼｮｳｺｳ  0:39:2842 岩手県奥州市

3332 森　厚樹 ﾓﾘ  0:42:05ＰＢ43 岩手県金ケ崎町

3337 橘　士郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾛｳ  0:43:2144 岩手県紫波町

3306 吉谷　富夫 ﾖｼﾀﾆ ﾄﾐｵ  0:43:3745 青森県八戸市

3321 住吉　福穂 ｽﾐﾖｼ ﾌｸﾎ  0:45:2546 岩手県奥州市

3341 村上　善光 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾐﾂ  0:49:4247 岩手県金ケ崎町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ女子１６歳～３９歳

市区町村県名

0:18:03大会記録：

3414 高橋　清奈 ﾀｶﾊｼ ｻﾔﾅ  0:18:40花巻東高校1 岩手県奥州市

3412 及川　誌月 ｵｲｶﾜ ｼﾂﾞｷ  0:19:042 岩手県遠野市

3415 橋端　保奈美 ﾊｼﾊﾞﾀ ﾎﾅﾐ  0:19:27花巻東高校3 岩手県山田町

3416 渡部　美友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ  0:19:58花巻東高校4 岩手県北上市

3431 畠山　陽菜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾅ  0:20:15岩手大学走友会5 岩手県紫波町

3413 小原　こころ ｵﾊﾞﾗ ｺｺﾛ  0:20:486 岩手県北上市

3403 安藤　ゆかり ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ  0:23:077 岩手県金ケ崎町

3424 佐々木　裕美 ｻｻｷ ﾕｳﾐ  0:23:338 岩手県盛岡市

3423 西村　路子 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁｺ  0:26:49川久保病院ＲＣ9 岩手県盛岡市

3407 小澤　咲 ｵｻﾞﾜ ｻｷ  0:26:54デンソー岩手10 岩手県奥州市

3436 田宮　詩織 ﾀﾐﾔ ｼｵﾘ  0:27:2111 岩手県北上市

3428 上野山　温子 ｳｴﾉﾔﾏ ｱﾂｺ  0:27:2212 岩手県大槌町

3405 菊池　美喜 ｷｸﾁ ﾐｷ  0:27:4313 岩手県奥州市

3430 千葉　彩佳 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ  0:28:0414 宮城県仙台市

3433 佐々木　朝美 ｻｻｷ ｱｻﾐ  0:28:4515 岩手県一関市

3404 須藤　成望 ｽﾄｳ ﾅﾂﾐ  0:30:1016 岩手県金ケ崎町

3437 盛合　麻紀子 ﾓﾘｱｲ ﾏｷｺ  0:30:1117 岩手県矢巾町

3426 栗村　亜由美 ｸﾘﾑﾗ ｱﾕﾐ  0:30:14川久保病院ＲＣ18 岩手県盛岡市

3425 吉田　詩織 ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ  0:30:14川久保病院ＲＣ19 岩手県矢巾町

3419 坂本　美奈 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅ  0:30:20浅沼整形外科20 宮城県仙台市

3432 山本　恵里 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ  0:30:36八幡平市陸協21 岩手県八幡平市

3411 鈴木　忍 ｽｽﾞｷ ｼﾉﾌﾞ  0:30:59ＪＡふるさと介護サービス22 岩手県金ケ崎町

3434 田中　亜弥 ﾀﾅｶ ｱﾔ  0:31:04田中保温工業23 岩手県盛岡市

3406 鈴木　みどり ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ  0:31:0924 岩手県奥州市

3427 佐々木　美晴 ｻｻｷ ﾐﾊﾙ  0:31:14岩手陸上競技協会25 岩手県遠野市

3435 三ノ宮　陶子 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾄｳｺ  0:32:0526 岩手県北上市

3401 鈴木　奈緒子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ  0:32:2627 岩手県奥州市

3418 長澤　育子 ﾅｶﾞｻﾜ ｲｸｺ  0:33:0228 岩手県宮古市

3421 菊池　聖乃 ｷｸﾁ ｻﾄﾉ  0:33:1029 岩手県金ケ崎町

3408 高橋　滉美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ  0:34:0830 岩手県金ケ崎町

3402 本田　幸恵 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾁｴ  0:35:1931 岩手県奥州市

3438 濱田　南 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ  0:36:1132 岩手県花巻市

3422 佐々木　園子 ｻｻｷ ｿﾉｺ  0:36:15佐々木家33 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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ女子４０歳代

市区町村県名

0:21:00大会記録：

3506 土橋　真美 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏｽﾐ  0:21:571 岩手県北上市

3507 高舘　民子 ﾀｶﾀﾞﾃ ﾀﾐｺ  0:23:542 岩手県花巻市

3501 谷地　憲子 ﾔﾁ ﾉﾘｺ  0:25:023 岩手県雫石町

3509 千田　ひろえ ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ  0:27:08鶴田デイ4 岩手県奥州市

3505 髙橋　祥子 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ  0:27:575 岩手県金ケ崎町

3502 阿部　直子 ｱﾍﾞ ﾅｵｺ  0:28:466 岩手県一関市

3508 菊地　初江 ｷｸﾁ ﾊﾂｴ  0:30:137 岩手県金ケ崎町

3513 宇佐美　笑子 ｳｻﾐ ｼｮｳｺ  0:31:428 秋田県秋田市

3504 小原　佐智子 ｵﾊﾞﾗ ｻﾁｺ  0:33:009 岩手県花巻市

3503 畠山　幸喜 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾂｷ  0:35:1410 岩手県一関市

3510 坂本　里美 ｻｶﾓﾄ ｻﾄﾐ  0:38:31スティブル仙台11 宮城県仙台市
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ５Ｋ女子５０歳以上

市区町村県名

0:21:38大会記録：

3625 坂本　理絵 ｻｶﾓﾄ ﾘｴ  0:21:07さかもと整外1 新岩手県盛岡市

3624 石橋　恵美 ｲｼﾊﾞｼ ｴﾐ  0:23:122 宮城県仙台市

3630 高橋　紀子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ  0:23:34ホームエコノ3 岩手県奥州市

3622 柴田　朋子 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｺ  0:23:59ＪＡふるさと介護サービス4 岩手県金ケ崎町

3616 渡邉　喜代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｺ  0:24:225 岩手県奥州市

3623 佐藤　久美子 ｻﾄｳ ｸﾐｺ  0:25:506 秋田県秋田市

3621 大沼　ケイ子 ｵｵﾇﾏ ｹｲｺ  0:26:147 岩手県紫波町

3620 千田　京子 ﾁﾀﾞ ｷｮｳｺ  0:26:518 岩手県奥州市

3619 昆　千秋 ｺﾝ ﾁｱｷ  0:27:499 岩手県花巻市

3611 酒井　幸子 ｻｶｲ ｻﾁｺ  0:28:3010 岩手県一関市

3605 佐藤　美枝子 ｻﾄｳ ﾐｴｺ  0:28:5111 岩手県奥州市

3609 小原　章子 ｵﾊﾞﾗ ｼｮｳｺ  0:28:5812 岩手県北上市

3615 菊池　敦子 ｷｸﾁ ｱﾂｺ  0:29:5213 岩手県花巻市

3632 菅原　恵子 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲｺ  0:30:30ＫＩＤ14 岩手県一関市

3629 栃窪　千明 ﾄﾁｸﾎﾞ ﾁｱｷ  0:30:4215 茨城県取手市

3613 菊池　貴恵子 ｷｸﾁ ｷｴｺ  0:32:2516 岩手県北上市

3601 山田　みや子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ  0:32:3417 岩手県奥州市

3627 高橋　幸子 ﾀｶﾊｼ ｺｳｺ  0:32:37けんや＆ゆきえ18 岩手県奥州市

3608 菅原　清子 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖｺ  0:33:25上野山岳会19 岩手県花巻市

3604 藤村　洋子 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｳｺ  0:33:5020 岩手県北上市

3631 高木　宏子 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｺ  0:34:5021 岩手県花巻市

3603 佐伯　智恵子 ｻｴｷ ﾁｴｺ  0:34:51カッチンファミリー22 岩手県一関市

3607 大坪　信子 ｵｵﾂﾎﾞ ﾉﾌﾞｺ  0:35:3123 青森県青森市

3618 飛澤　サツ子 ﾄﾋﾞｻﾜ ｻﾂｺ  0:36:1724 岩手県奥州市

3614 菊池　明美 ｷｸﾁ ｱｹﾐ  0:37:0125 岩手県北上市

3626 東福　正彦 ﾄｳﾌｸ ﾏｻｺ  0:37:51ランファン26 千葉県千葉市

3612 安藤　勝子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｺ  0:42:1727 岩手県矢巾町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ３Ｋ男子小学生

市区町村県名

0:10:46大会記録：

4312 藤原　涼太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ  0:11:151 岩手県北上市

4366 菊池　悠生 ｷｸﾁ ﾊﾙｷ  0:11:192 岩手県花巻市

4376 高畑　歩 ﾀｶﾊﾀ ｱﾕﾐ  0:11:19花輪小学校3 秋田県鹿角市

4361 三浦　翼 ﾐｳﾗ ﾂﾊﾞｻ  0:11:39石鳥谷小4 岩手県花巻市

4326 藤原　義大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ  0:11:49前沢小学校5 岩手県奥州市

4354 浜川　舜斗 ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝﾄ  0:11:51リクブ遠野6 岩手県遠野市

4368 似内　聡太郎 ﾆﾀﾅｲ ｿｳﾀﾛｳ  0:11:56宮野目7 岩手県花巻市

4303 谷地　翔成 ﾔﾁ ｼｮｳｾｲ  0:12:058 岩手県雫石町

4384 高橋　心太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ  0:12:09雫石小学校9 岩手県雫石町

4333 村田　敬心 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾝ  0:12:1510 岩手県雫石町

4369 勝山　恵太 ｶﾂﾔﾏ ｹｲﾀ  0:12:19とまと屋さん11 岩手県花巻市

4337 阿部　斗哉 ｱﾍﾞ ﾄｳﾔ  0:12:2212 岩手県金ケ崎町

4355 設楽　琉惺 ｼﾀﾗ ﾘｭｳｾｲ  0:12:2213 山形県天童市

4358 澤口　順成 ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ  0:12:2914 岩手県花巻市

4350 山屋　翔 ﾔﾏﾔ ｼｮｳ  0:12:2915 岩手県遠野市

4313 安藤　凌 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ  0:12:40ＡＮＫＩＤＳ16 岩手県金ケ崎町

4372 高橋　悠希 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ  0:12:42南城小学校17 岩手県花巻市

4397 永山　音風 ﾅｶﾞﾔﾏ ｵﾄｶ  0:12:4518 岩手県奥州市

4308 髙橋　將仁 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ  0:12:4819 岩手県金ケ崎町

4319 髙橋　龍輝 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ  0:12:5920 岩手県金ケ崎町

4321 宮本　舵生 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｷ  0:13:03第一小学校21 岩手県金ケ崎町

4374 田村　龍斗 ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ  0:13:13石鳥谷小学校22 岩手県花巻市

4307 菅原　陽斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ  0:13:1323 岩手県奥州市

4399 米内　洸太 ﾖﾅｲ ｺｳﾀ  0:13:19一関小学校24 岩手県一関市

4314 及川　凛 ｵｲｶﾜ ﾘﾝ  0:13:2525 岩手県北上市

4392 横田　竜之輔 ﾖｺﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:13:2526 岩手県花巻市

4378 小野寺　高史 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶｼ  0:13:3927 岩手県奥州市

4347 赤坂　祐生 ｱｶｻｶ ﾕｳｷ  0:13:3928 岩手県滝沢市

4336 土肥　天翔 ﾄﾞｲ ﾀｶﾄ  0:13:4329 岩手県金ケ崎町

4394 道又　仁 ﾐﾁﾏﾀ ｼﾞﾝ  0:13:46チーム・縁30 岩手県奥州市

4302 阿部　州作 ｱﾍﾞ ｼｭｳｻｸ  0:13:4731 岩手県奥州市

4387 留場　冬真 ﾄﾒﾊﾞ ﾄｳﾏ  0:13:53リクブ遠野32 岩手県遠野市

4359 池田　真之 ｲｹﾀﾞ ｻﾈﾕｷ  0:13:57一関南ＦＣ33 岩手県一関市

4395 武田　空久 ﾀｹﾀﾞ ｿﾗｸ  0:13:58水沢南小34 岩手県奥州市

4331 及川　暖貴 ｵｲｶﾜ ﾊﾙｷ  0:14:0035 岩手県金ケ崎町

4304 山田　明典 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾉﾘ  0:14:0236 岩手県奥州市

4389 千田　徠貴 ﾁﾀﾞ ﾗｲｷ  0:14:02水沢小学校37 岩手県奥州市

4339 野坂　蒼良 ﾉｻｶ ｿﾗ  0:14:0538 岩手県北上市

4360 槇　陽斗 ﾏｷ ﾊﾙﾄ  0:14:0939 山形県河北町

4323 鈴木　陸 ｽｽﾞｷ ﾘｸ  0:14:1740 岩手県金ケ崎町

4320 氏家　悠聖 ｳｼﾞｲｴ ﾕｳｾｲ  0:14:2041 岩手県北上市

4343 千葉　琉叶 ﾁﾊﾞ ﾙｶ  0:14:32常盤小ＶＢＣ42 岩手県奥州市

4342 下川　結太 ｼﾓｶﾜ ﾕｳﾀ  0:14:32常盤小ＶＢＣ43 岩手県奥州市

4348 及川　蓮 ｵｲｶﾜ ﾚﾝ  0:14:3644 岩手県一関市

4388 塚野　煌己 ﾂｶﾉ ｺｳｷ  0:14:37サンビレＲＣ45 岩手県一戸町

4309 菊地　璃玖 ｷｸﾁ ﾘｸ  0:14:4246 岩手県金ケ崎町

4328 佐藤　優作 ｻﾄｳ ﾕｳｻｸ  0:14:4447 岩手県奥州市

4315 鈴木　凛大 ｽｽﾞｷ ﾘｵ  0:14:4948 岩手県北上市

4344 及川　聡 ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ  0:14:56常盤小ＶＢＣ49 岩手県奥州市

4310 日高　遼介 ﾋﾀﾞｶ ﾘｮｳｽｹ  0:14:56胆沢第一小学校50 岩手県奥州市
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 ３Ｋ男子小学生

市区町村県名

0:10:46大会記録：

4381 佐藤　獅雄吾 ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ  0:14:57真城小学校51 岩手県奥州市

4335 髙橋　里桜 ﾀｶﾊｼ ﾘｵｳ  0:15:0052 岩手県金ケ崎町

4317 佐々木　義人 ｻｻｷ ﾖｼﾋﾄ  0:15:0953 宮城県仙台市

4362 早川　光 ﾊﾔｶﾜ ﾋｶﾙ  0:15:10田原小学校54 岩手県奥州市

4383 佐藤　光輝 ｻﾄｳ ﾐﾂｷ  0:15:12玉里小学校55 岩手県奥州市

4316 吉原　颯祐 ﾖｼﾊﾗ ｿｳｽｹ  0:15:1656 岩手県盛岡市

4340 佐藤　龍之介 ｻﾄｳ  0:15:32常盤小ＶＢＣ57 岩手県奥州市

4329 佐藤　颯哉 ｻﾄｳ ｿｳﾔ  0:15:3858 岩手県奥州市

4371 道塚　遥翔 ﾐﾁﾂｶ ﾊﾙﾄ  0:15:4759 宮城県加美町

4351 髙橋　拓磨 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ  0:15:54永岡小６年生60 岩手県金ケ崎町

4334 小園　真弘 ｺｿﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ  0:15:56奥州アスリートクラブ61 岩手県奥州市

4393 菊地　悠雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ  0:15:58菊地家62 岩手県奥州市

4398 藤村　利希人 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｷﾄ  0:16:04緑ガッツ63 岩手県盛岡市

4330 佐藤　煌典 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ  0:16:0764 岩手県奥州市

4379 板宮　碧杜 ｲﾀﾐﾔ ｱｵﾄ  0:16:10南中山小学校65 宮城県仙台市

4380 菊池　結登 ｷｸﾁ ﾕｲﾄ  0:16:13山目小学校66 岩手県一関市

4390 鈴木　孔 ｽｽﾞｷ ｺｳ  0:16:20御所野小67 秋田県秋田市

4367 佐々木　礼太郎 ｻｻｷ ﾚｲﾀﾛｳ  0:16:32鬼柳小学生68 岩手県北上市

4305 日下　泰成 ｸｻｶ ﾀｲｾｲ  0:16:33北上市立南小学校2年生69 岩手県北上市

4356 千葉　大登 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄ  0:16:36中野小学校70 岩手県盛岡市

4345 三浦　直央 ﾐｳﾗ ﾅｵ  0:16:4771 岩手県奥州市

4396 吉澤　龍希 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｭｳｷ  0:16:56緑が丘小学校72 岩手県盛岡市

4322 金光　優斗 ｶﾈﾐﾂ ﾕｳﾄ  0:17:0173 岩手県奥州市

4382 原木　健誠 ﾊﾗｷ ｹﾝｾｲ  0:17:16黒沢尻西小学校74 岩手県北上市

4349 小菅　源太 ｺｽｶﾞ ｹﾞﾝﾀ  0:17:3375 岩手県一関市

4377 浅沼　稀心 ｱｻﾇﾏ ﾏﾅﾄ  0:17:39梁川小学校76 岩手県奥州市

4325 藤原　裕己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ  0:17:49前沢小学校77 岩手県奥州市

4385 久保　徳資 ｸﾎﾞ ﾉﾘｽｹ  0:17:5778 岩手県盛岡市

4301 佐藤　匡一郎 ｻﾄｳ ﾏｻｲﾁﾛｳ  0:18:0379 岩手県盛岡市

4400 及川　和輝 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｷ  0:18:1780 岩手県奥州市

4391 樋口　友晟 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ  0:18:1881 岩手県北上市

4324 阿部　剛大 ｱﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ  0:19:3382 岩手県奥州市

4352 石川　康平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ  0:20:15南都田小５年生83 岩手県奥州市

4365 佐藤　龍至 ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ  0:20:2984 岩手県金ケ崎町

4364 道又　縁 ﾐﾁﾏﾀ ｴﾝ  0:20:50チーム・縁85 岩手県奥州市

4370 加藤　絢史郎 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾛｳ  0:21:0886 岩手県宮古市

4341 佐々木　翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ  0:23:51常盤小ＶＢＣ87 岩手県奥州市

4346 千葉　羚玖 ﾁﾊﾞ ﾚｸ  0:23:5188 岩手県奥州市

4363 齊藤　諄樹 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ  0:24:32西小学校89 岩手県金ケ崎町

4386 三田　蒼空 ﾐﾀ ｱｵｲ  0:25:5290 岩手県北上市
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 ３Ｋ男子５０歳以上

市区町村県名

0:10:03大会記録：

4536 小澤　真 ｵｻﾞﾜ ｼﾝ  0:10:28結城ＲＣ江刺1 岩手県奥州市

4528 佐々木　建 ｻｻｷ ﾀﾂﾙ  0:10:322 岩手県奥州市

4537 吉田　実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ  0:11:033 宮城県栗原市

4527 千田　信雄 ﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ  0:11:074 宮城県美里町

4507 吉田　透 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ  0:11:255 岩手県金ケ崎町

4540 千葉　義浩 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ  0:11:35ＴＥＡＭアテルイ6 岩手県奥州市

4523 高橋　昌幸 ﾀｶﾊｼ  0:11:457 岩手県滝沢市

4510 佐々木　功 ｻｻｷ ｲｻｵ  0:11:488 岩手県盛岡市

4541 大和田　忠行 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:12:00大船渡温泉9 岩手県大船渡市

4514 武藤　正則 ﾑﾄｳ ﾏｻﾉﾘ  0:12:1810 岩手県盛岡市

4534 佐々木　幸一郎 ｻｻｷ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:12:26宮古市陸協11 岩手県宮古市

4526 千葉　繁見 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞﾐ  0:12:5712 岩手県奥州市

4524 佐藤　美津夫 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ  0:13:1113 岩手県奥州市

4542 及川　正勝 ｵｲｶﾜ ﾏｻｶﾂ  0:13:31パワー・ブレン14 岩手県奥州市

4512 菊池　徹 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ  0:13:4915 岩手県奥州市

4517 芳門　明 ﾖｼｶﾄﾞ ｱｷﾗ  0:13:55デンソー岩手16 岩手県奥州市

4543 千葉　正孝 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾀｶ  0:14:11水沢自動車学校17 岩手県奥州市

4544 山本　由勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶﾂ  0:14:48有）安代鉄工所18 岩手県八幡平市

4501 及川　正賢 ｵｲｶﾜ ｾｲｹﾝ  0:15:1419 岩手県奥州市

4504 高橋　朋恵 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｴ  0:15:5620 岩手県金ケ崎町

4502 東野　徳三 ﾋｶﾞｼﾉ ﾄｸｿﾞｳ  0:16:05ＫＩＴＡＫＡＭＩＳＯＵＬＲＩＤＥＲ21 岩手県北上市

4509 佐々木　充 ｻｻｷ ﾐﾂﾙ  0:16:2822 岩手県盛岡市

4503 久保　幹雄 ｸﾎﾞ ﾐｷｵ  0:17:5523 岩手県金ケ崎町

4533 八幡　祥治 ﾔﾊﾀ ｼｮｳｼﾞ  0:18:0024 岩手県盛岡市

4521 板宮　成悦 ｲﾀﾐﾔ ｾｲｴﾂ  0:18:1325 岩手県金ケ崎町

4519 髙橋　文悦 ﾀｶﾊｼ ﾌﾞﾝｴﾂ  0:18:58デンソー岩手26 岩手県奥州市

4518 檜室　優貴洋 ﾋﾑﾛ ﾕｷﾋﾛ  0:18:59デンソー岩手27 岩手県北上市

4516 千田　哲也 ﾁﾀﾞ ﾃﾂﾔ  0:18:59デンソー岩手28 岩手県奥州市

4511 平賀　清人 ﾋﾗｶ ｷﾖﾄ  0:19:0529 岩手県花巻市

4508 千田　豊治 ﾁﾀﾞ ﾄﾖｼﾞ  0:19:3130 岩手県奥州市

4538 齊藤　淳智 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾄﾓ  0:19:47江刺病院31 岩手県金ケ崎町

4532 白野　敏朗 ｼﾗﾉ ﾄｼﾛｳ  0:20:0032 岩手県盛岡市

4539 道又　聡 ﾐﾁﾏﾀ ｻﾄｼ  0:20:50チーム・縁33 岩手県奥州市

4531 菊地　忠也 ｷｸﾁ ﾁｭｳﾔ  0:21:4634 岩手県奥州市

4506 菅原　幸明 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾒｲ  0:22:2635 岩手県金ケ崎町

4513 住谷　富雄 ｽﾐﾔ ﾄﾐｵ  0:23:0136 茨城県水戸市

4522 吉田　正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:27:3237 岩手県陸前高田市

4525 渡部　道雄 ﾜﾀﾍﾞ  0:28:16ＰＢ38 岩手県金ケ崎町

4520 阿部　定夫 ｱﾍﾞ ｻﾀﾞｵ  0:29:5639 岩手県奥州市

4505 土谷　和敏 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾄｼ  0:31:1240 岩手県奥州市

4530 小石川　四良 ｺｲｼｶﾜ ｼﾛｳ  0:36:11金ケ崎マスターズ41 岩手県金ケ崎町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ３Ｋ女子小学生

市区町村県名

0:11:16大会記録：

4638 長坂　柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ  0:11:31盛岡ＫＴＣ1 岩手県雫石町

4610 川上　桃花 ｶﾜｶﾐ ﾓﾓｶ  0:11:422 岩手県北上市

4615 藤井　菜名 ﾌｼﾞｲ ﾅﾅ  0:12:013 岩手県花巻市

4630 川原　詩夕 ｶﾜﾊﾗ ｼﾕﾙ  0:12:22陸上塾4 岩手県盛岡市

4632 鈴木　明華梨 ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ  0:12:23胆沢第一小学校5 岩手県奥州市

4650 朝倉　花香 ｱｻｸﾗ ﾊﾅｶ  0:13:16永岡小学校6 岩手県金ケ崎町

4633 多田　凪沙 ﾀﾀﾞ ﾅｷﾞｻ  0:13:19江釣子小学校7 岩手県北上市

4623 小野寺　葵 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｵｲ  0:13:558 岩手県奥州市

4614 神崎　花奈 ｶﾝｻﾞｷ ﾊﾅ  0:13:579 岩手県奥州市

4607 千葉　すみれ ﾁﾊﾞ ｽﾐﾚ  0:14:0810 岩手県金ケ崎町

4609 太野　菜々華 ﾌﾄﾉ ﾅﾅｶ  0:14:1911 岩手県滝沢市

4643 佐藤　煌夏 ｻﾄｳ ﾃﾙﾅ  0:14:26真城小学校12 岩手県奥州市

4612 瀧澤　葵 ﾀｷｻﾜ ｱｲ  0:14:3013 岩手県一戸町

4646 留場　優那 ﾄﾒﾊﾞ ﾕｳﾅ  0:14:40リクブ遠野14 岩手県遠野市

4606 生形　有梨沙 ｵｲｶﾀ ｱﾘｻ  0:14:4215 岩手県金ケ崎町

4647 照井　聖 ﾃﾙｲ ﾋｼﾞﾘ  0:14:50カケッコーズ16 岩手県盛岡市

4601 佐藤　瑚々花 ｻﾄｳ ｺｺﾊ  0:15:0017 岩手県盛岡市

4652 澤田　佳穂 ｻﾜﾀﾞ ｶﾎ  0:15:0718 岩手県花巻市

4648 千田　愛穏 ﾁﾀﾞ ｱｽﾅ  0:15:08水沢小学校19 岩手県奥州市

4627 大瀧　愛梨 ｵｵﾀｷ ｱｲﾘ  0:15:3120 岩手県花巻市

4645 加藤　友 ｶﾄｳ ﾄﾓ  0:16:14上田小学校21 岩手県盛岡市

4602 山田　侑佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ  0:16:1522 岩手県奥州市

4611 及川　みさと ｵｲｶﾜ ﾐｻﾄ  0:16:21第一小学校23 岩手県金ケ崎町

4616 田村　みすず ﾀﾑﾗ ﾐｽｽﾞ  0:16:2324 岩手県金ケ崎町

4653 早野　夏渚 ﾊﾔﾉ ﾅｷﾞｻ  0:16:3225 岩手県奥州市

4605 生形　璃央菜 ｵｲｶﾀ ﾘｵﾅ  0:16:3326 岩手県金ケ崎町

4608 鈴木　紗来 ｽｽﾞｷ ｻﾗ  0:17:1427 岩手県北上市

4628 白野　由愛 ｼﾗﾉ ﾕﾅ  0:17:3128 岩手県盛岡市

4626 大瀧　陽愛 ｵｵﾀｷ ﾋﾅ  0:17:4229 岩手県花巻市

4640 加藤　美藍 ｶﾄｳ ﾐﾗﾝ  0:17:5030 岩手県宮古市

4604 菅原　伊織 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｵﾘ  0:17:5631 岩手県奥州市

4603 久保　美結 ｸﾎﾞ ﾐﾕ  0:18:0732 岩手県金ケ崎町

4651 吉澤　娃乃 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｲﾅ  0:18:08緑が丘小学校33 岩手県盛岡市

4631 川原　理愛 ｶﾜﾊﾗ ﾘｱﾈ  0:18:08永井小学校34 岩手県盛岡市

4642 板宮　奏来 ｲﾀﾐﾔ ｿﾗ  0:18:09南中山小学校35 宮城県仙台市

4635 佐々木　茜音 ｻｻｷ ｱｶﾈ  0:18:19愛宕小学校36 岩手県奥州市

4625 後藤　穂乃花 ｺﾞﾄｳ ﾎﾉｶ  0:18:2337 岩手県奥州市

4649 斎藤　真結 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ  0:18:4038 岩手県釜石市

4622 平　優夢花 ﾀｲﾗ ﾕﾒｶ  0:18:4639 岩手県金ケ崎町

4621 千葉　瑞生 ﾁﾊﾞ ﾐｽﾞｷ  0:19:1740 岩手県金ケ崎町

4624 小原　紫鈴 ｵﾊﾞﾗ ｼﾘﾝ  0:19:2041 岩手県北上市

4639 狩原　ほなみ ｶﾘﾊﾗ ﾎﾅﾐ  0:19:3742 岩手県一関市

4619 竹吉　心和 ﾀｹﾖｼ ｺﾖﾘ  0:19:4843 岩手県金ケ崎町

4613 蟻田　乃愛 ｱﾘﾀ ﾉｱ  0:19:4844 岩手県金ケ崎町

4620 千葉　和泉 ﾁﾊﾞ ｲｽﾞﾐ  0:19:5245 岩手県金ケ崎町

4617 稲次　菜穂 ｲﾅﾂｷﾞ ﾅｵ  0:20:1046 岩手県宮古市

4618 藤井　捺希 ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｷ  0:20:3147 岩手県花巻市

4644 井上　苺優 ｲﾉｳｴ ﾐﾕ  0:20:56胆沢第一小学校48 岩手県奥州市

4636 池田　藍 ｲｹﾀﾞ ｱｲ  0:21:1249 岩手県一関市

4637 齊藤　沙樹 ｻｲﾄｳ ｻｷ  0:33:37西小学校50 岩手県金ケ崎町
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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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ３Ｋ女子中学生

市区町村県名

0:10:55大会記録：

4707 髙橋　里奈 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ  0:11:32金ケ崎中学校1 岩手県金ケ崎町

4721 神久保　恋那 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ｺｺﾅ  0:11:47滝沢南中学校2 岩手県滝沢市

4703 佐藤　希彩 ｻﾄｳ ﾉｱ  0:12:183 岩手県金ケ崎町

4710 渡辺　希空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｱ  0:12:214 岩手県金ケ崎町

4716 高橋　杏美 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾐ  0:12:33雫石中学校5 岩手県雫石町

4712 澤口　りる ｻﾜｸﾞﾁ ﾘﾙ  0:12:336 岩手県花巻市

4722 平澤　裕奈 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾅ  0:13:06金中陸上部7 岩手県金ケ崎町

4720 菊池　ちひろ ｷｸﾁ ﾁﾋﾛ  0:13:29金ヶ崎中学校8 岩手県金ケ崎町

4708 高橋　優華 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ  0:13:449 岩手県金ケ崎町

4709 大舘　珠奈 ｵｵﾀﾞﾃ ﾀﾏﾅ  0:14:32金ケ崎中学校10 岩手県金ケ崎町

4719 塚野　愛望 ﾂｶﾉ ﾏﾅﾐ  0:14:33一戸中学校11 岩手県一戸町

4714 峠舘　李香 ﾄｳｹﾞﾀﾞﾃ ﾘｶ  0:14:55水沢中学校12 岩手県奥州市

4705 若松　千波 ﾜｶﾏﾂ ﾁﾅﾐ  0:14:5513 岩手県金ケ崎町

4715 狩原　ほのか ｶﾘﾊﾗ ﾎﾉｶ  0:15:2714 岩手県一関市

4701 山田　実幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ  0:16:0615 岩手県奥州市

4713 鈴木　夏梨 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ  0:17:2916 岩手県奥州市

4706 橘　美佐紀 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｻｷ  0:18:0917 岩手県金ケ崎町

4717 三田　愛莉彩 ﾐﾀ ｱﾘｻ  0:18:5218 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34回 金ケ崎マラソン (種目別） 2016年06月05日

 ３Ｋ女子４０歳以上

市区町村県名

0:11:39大会記録：

4818 坂本　理絵 ｻｶﾓﾄ ﾘｴ  0:12:11さかもと整外1 岩手県盛岡市

4823 永山　由香 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｶ  0:14:012 岩手県奥州市

4816 藤井　和佳子 ﾌｼﾞｲ ﾜｶｺ  0:14:333 岩手県花巻市

4815 佐々木　則子 ｻｻｷ ﾉﾘｺ  0:15:204 岩手県奥州市

4805 菊池　敦子 ｷｸﾁ ｱﾂｺ  0:16:075 岩手県花巻市

4801 菅原　雪枝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ  0:16:196 岩手県一関市

4808 野澤　多津子 ﾉｻﾞﾜ ﾀｽﾞｺ  0:16:207 宮城県大崎市

4822 佐藤　博子 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ  0:16:368 岩手県花巻市

4812 一條　幸江 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾕｷｴ  0:16:509 宮城県大崎市

4807 佐藤　えみ子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ  0:17:0010 岩手県奥州市

4819 小松原　礼子 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲｺ  0:17:0111 岩手県奥州市

4804 成田　富喜子 ﾅﾘﾀ ﾌｷｺ  0:17:4212 岩手県金ケ崎町

4809 長野　陽子 ﾅｶﾞﾉ ﾖｳｺ  0:18:2413 岩手県北上市

4821 吉澤　周子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｶｺ  0:18:51緑ガッツ14 岩手県盛岡市

4824 菅原　雪枝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ  0:19:0615 岩手県一関市

4813 柴田　美津江 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂｴ  0:19:3316 岩手県奥州市

4806 菊地　美知代 ｷｸﾁ ﾐﾁﾖ  0:20:0217 岩手県奥州市

4802 伊藤　ミサ子 ｲﾄｳ ﾐｻｺ  0:20:1018 岩手県宮古市

4810 及川　恵美 ｵｲｶﾜ ｴﾐ  0:20:2519 岩手県金ケ崎町

4820 小野寺　愛子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｲｺ  0:20:4420 岩手県奥州市

4814 渡辺　徳子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ  0:24:5021 岩手県奥州市

4811 佐藤　美貴子 ｻﾄｳ ﾐｷｺ  0:25:2622 岩手県金ケ崎町

4803 小野　陽子 ｵﾉ ﾖｳｺ  0:28:5423 岩手県金ケ崎町
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