
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

 ３Ｋ家族ペア

所属ｸﾗﾌﾞ市区町村県名

第34回 金ケ崎マラソン  (種目別） 2016年06月05日
0:10:49大会記録：

氏名 ペア氏名

1 4118  0:10:37宮竹　南央哉 チームしろくま埼玉県春日部市宮竹　利史哉
ﾐﾔﾀｹ ﾅｵﾔ ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾔ

新

2 4100  0:12:16阿部　広美 若柳小学校岩手県奥州市阿部　青希
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ

3 4101  0:12:27浜川　洋平 リクブ遠野岩手県遠野市浜川　柊二
ﾊﾏｶﾜ ﾖｳﾍｲ ﾊﾏｶﾜ ｼｭｳｼﾞ

4 4001  0:12:30野月平　淳 岩手県矢巾町野月平　快士
ﾉﾂｷﾀｲﾗ ｼﾞｭﾝ ﾉﾂｷﾀｲﾗ ｶｼﾞ

5 4038  0:12:34小田島　慶汰 岩手県北上市小田島　浩樹
ｵﾀﾞｼﾏ ｹｲﾀ ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｷ

6 4020  0:12:47菊池　聡 岩手県北上市菊池　瑞希
ｷｸﾁ ｻﾄｼ ｷｸﾁ ﾐｽﾞｷ

7 4030  0:13:02高橋　定史 岩手県金ケ崎町高橋　幸正
ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞﾌﾐ ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ

8 4108  0:13:04古舘　颯太 金ケ崎第一小岩手県金ケ崎町古舘　諒成
ﾌﾙﾀﾞﾃ ｿｳﾀ ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ

9 4094  0:13:12千葉　悟志 岩手県金ケ崎町千葉　愛登
ﾁﾊﾞ ｻﾄｼ ﾁﾊﾞ ﾏﾅﾄ

10 4143  0:13:36高橋　祥基 TEAM  アテルイ岩手県奥州市高橋　陽
ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ

11 4184  0:13:43川戸　善徳 下閉伊クラブ岩手県紫波町川戸　瑛太
ｶﾜﾄ ﾖｼﾉﾘ ｶﾜﾄ ｴｲﾀ

12 4136  0:13:44城守　健雄 岩手陸上競技協会岩手県盛岡市城守　海晴
ｼﾞｮｳﾓﾘ ｹﾝﾕｳ ｼﾞｮｳﾓﾘ ｶｲｾｲ

13 4139  0:13:48似内　貴昭 宮野目岩手県花巻市似内　悠士郎
ﾆﾀﾅｲ ﾀｶｱｷ ﾆﾀﾅｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ

14 4012  0:13:49川村　喜秀 岩手県矢巾町川村　瑛梨奈
ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ ｶﾜﾑﾗ ｴﾘﾅ

15 4003  0:13:56髙橋　隆敏 岩手県金ケ崎町髙橋　慶訓
ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾄｼ ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ

16 4177  0:14:02前原　紀敏 岩手県盛岡市前原　知志
ﾏｴﾊﾗ ﾉﾘﾄｼ ﾏｴﾊﾗ ﾄﾓｼ

17 4171  0:14:03佐藤　琢麻 秋田県立大学秋田県秋田市佐藤　尊琉
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ ｻﾄｳ ﾀｹﾙ

18 4105  0:14:11千田　栄幸 緑森倶楽部岩手県奥州市千田　栄輝
ﾁﾀﾞ ｴｲｺｳ ﾁﾀﾞ ﾊﾔｷ

19 4043  0:14:24川又　旦緋 岩手県盛岡市川又　謙也
ｶﾜﾏﾀ ｱｻﾋ ｶﾜﾏﾀ ｹﾝﾔ

20 4122  0:14:34峠舘　幹治 佐倉河小学校岩手県奥州市峠舘　力樹
ﾄｳｹﾞﾀﾞﾃ ｶﾝｼﾞ ﾄｳｹﾞﾀﾞﾃ ﾘｷ

21 4181  0:14:34千葉　美章 岩手県奥州市千葉　廉仁
ﾁﾊﾞ ﾖｼｱｷ ﾁﾊﾞ ﾚﾝﾄ

22 4183  0:14:47佐々木　潔 笹間クラブ岩手県花巻市佐々木　悠人
ｻｻｷ ｷﾖｼ ｻｻｷ ﾕｳﾄ

23 4049  0:14:54千葉　博康 岩手県奥州市千葉　蒼空
ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾔｽ ﾁﾊﾞ ｿﾗ

24 4010  0:14:55山口　俊輔 岩手県宮古市山口　隆ノ介
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

25 4014  0:14:56菅原　覚 岩手県奥州市菅原　佑太
ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ
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26 4154  0:14:57浅沼　雄 浅沼モータース岩手県奥州市浅沼　奈都美
ｱｻﾇﾏ ﾕｳ ｱｻﾇﾏ ﾅﾂﾐ

27 4128  0:14:58久保田　剛 岩手県久慈市久保田　泰晟
ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｾｲ

28 4180  0:15:03高橋　隼 岩手県金ケ崎町高橋　楓
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ

29 4071  0:15:11千田　大星 岩手県奥州市千田　里子
ﾁﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾁﾀﾞ ｻﾄｺ

30 4095  0:15:13畑中　喜吉 岩手県奥州市畑中　良太
ﾊﾀﾅｶ ｷﾖｼ ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ

31 4153  0:15:14藤原　聖 金ケ崎小学校岩手県金ケ崎町藤原　脩斗
ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ

32 4117  0:15:23鈴木　良彦 ＹＲＣ岩手県金ケ崎町鈴木　浬音
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ ｽｽﾞｷ ﾘｵﾝ

33 4193  0:15:38岩渕　文聡 岩手県盛岡市岩渕　華
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾌﾐﾄｼ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾅ

34 4185  0:15:47鈴木　克裕 ＴＭＥＪ岩手県奥州市鈴木　万絢
ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ

35 4053  0:15:55小原　大行 岩手県金ケ崎町小原　美涼
ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ ｵﾊﾞﾗ ﾐｽｽﾞ

36 4182  0:15:57佐藤　慶仁 胆沢南走会岩手県奥州市佐藤　悠翔
ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾄ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

37 4086  0:15:58中山　雅彦 岩手県奥州市中山　蒼一朗
ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋｺ ﾅｶﾔﾏ

38 4009  0:15:59泉田　広 岩手県宮古市山口　果恋
ｲｽﾞﾐﾀ ｺｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾚﾝ

39 4155  0:16:04佐々木　淳 奥州市岩手県奥州市佐々木　寛太
ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ ｻｻｷ ｶﾝﾀ

40 4149  0:16:25菊田　守一 宮城県気仙沼市菊田　波音
ｷｸﾀ ﾓﾘｶｽﾞ ｷｸﾀ ﾊﾉﾝ

41 4051  0:16:29千田　知子 岩手県一関市千田　新喜
ﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ ﾁﾀﾞ ｼﾝｷ

42 4064  0:16:31小野寺　由美子 岩手県奥州市小野寺　大斗
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐｺ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾄ

43 4097  0:16:33鈴木　祐市 もみじ保育園岩手県奥州市鈴木　琉斗
ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ ｽｽﾞｷ ﾙｲﾄ

44 4158  0:16:34加藤　慶司 上田おやじの会岩手県盛岡市加藤　今
ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ ｶﾄｳ ｲﾏ

45 4027  0:16:41布佐　純一 岩手県奥州市布佐　琉雅
ﾌｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾌｻ ﾘｭｳｶﾞ

46 4039  0:16:44菊地　弘文 岩手県奥州市菊地　創士
ｷｸﾁ ﾋﾛﾌﾐ ｷｸﾁ ｿｳｼ

47 4115  0:16:47関　宏典 岩手県八幡平市関　基博
ｾｷ ﾋﾛﾉﾘ ｾｷ ﾓﾄﾋﾛ

48 4179  0:16:50小松　敏之 ミスト秋田県横手市小松　鼓動
ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ ｺﾏﾂ ｺﾄﾞｳ

49 4120  0:16:53高橋　祐太 橋本総業岩手県矢巾町高橋　姫織
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ ﾀｶﾊｼ ｷｵﾘ

50 4004  0:16:55佐々木　純 岩手県大船渡市佐々木　悠真
ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ ｻｻｷ ﾕｳﾏ
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51 4068  0:16:59高橋　光緒 岩手県奥州市高橋　咲輝
ﾀｶﾊｼ ﾐｵ ﾀｶﾊｼ ｻｷ

52 4167  0:17:01菊地　彩 菊地家岩手県奥州市菊地　葵羽
ｷｸﾁ ｱﾔ ｷｸﾁ ｱｵﾊﾞ

53 4194  0:17:01菊池　英昭 岩手県金ケ崎町菊池　遥佳
ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｱｷ ｷｸﾁ ﾊﾙｶ

54 4187  0:17:05千田　忠芳 南都田小学校岩手県奥州市千田　琉生
ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ ﾁﾀﾞ ﾙｲ

55 4192  0:17:13岩渕　かおり 岩手県盛岡市岩渕　優弥
ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｵﾘ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ

56 4106  0:17:15千葉　千佳 エスカール岩手県北上市千葉　蓮斗
ﾁﾊﾞ ﾁｶ ﾁﾊﾞ ﾚﾝﾄ

57 4065  0:17:19佐藤　拓寿 岩手県北上市佐藤　真寛
ｻﾄｳ ﾀｸｼﾞ ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ

58 4088  0:17:20大井　雄介 岩手県奥州市大井　悠誠
ｵｵｲ ﾕｳｽｹ ｵｵｲ ﾕｳｾｲ

59 4137  0:17:23城守　紘子 岩手県盛岡市城守　空香
ｼﾞｮｳﾓﾘ ﾋﾛｺ ｼﾞｮｳﾓﾘ ｿﾉｶ

60 4047  0:17:25浅利　佑輔 岩手県金ケ崎町髙橋　智美
ｱｻﾘ ﾕｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ

61 4033  0:17:28宮本　寿江 岩手県金ケ崎町宮本　あかり
ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｴ ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ

62 4099  0:17:42小田　潔恵 岩手県宮古市小田　英宝
ｵﾀﾞ ｷﾖｴ ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾐ

63 4132  0:17:46菅原　伴和 岩洞湖素潜り部岩手県盛岡市菅原　壮真
ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｶｽﾞ ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾏ

64 4174  0:17:46吉井　弘治 岩手県北上市吉井　絃人
ﾖｼｲ ｺｳｼﾞ ﾖｼｲ ｹﾞﾝﾄ

65 4048  0:17:47竹吉　春道 岩手県金ケ崎町竹吉　未来
ﾀｹﾖｼ ﾊﾙﾐﾁ ﾀｹﾖｼ ﾐｸ

66 4036  0:17:49鈴木　誠 岩手県金ケ崎町鈴木　凜
ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ ｽｽﾞｷ ﾘﾝ

67 4035  0:17:57神崎　桃花 岩手県奥州市神崎　真樹
ｶﾝｻﾞｷ ﾓﾓ ｶﾝｻﾞｷ ﾏｻｷ

68 4076  0:18:02野坂　凛 岩手県北上市野坂　弥佳子
ﾉｻｶ ﾘﾝ ﾉｻｶ ﾐｶｺ

69 4046  0:18:03佐藤　広一 岩手県奥州市佐藤　翔真
ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ

70 4196  0:18:04千葉　武仁 岩手県盛岡市千葉　凌雅
ﾁﾊﾞ ﾀｹﾋﾄ ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ

71 4189  0:18:06高橋　隆悦 宮城県名取市高橋　明愛
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｴﾂ ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

72 4133  0:18:06植木　宣雄 宮城県富谷町植木　愛美
ｳｴｷ ﾉﾌﾞｵ ｳｴｷ ﾅﾙﾐ

73 4103  0:18:10須藤　光子 ＩＳＳＥＮＳＯ宮城県仙台市須藤　正幸
ｽﾄｳ ﾐﾂｺ ｽﾄｳ ﾏｻﾕｷ

74 4019  0:18:18生形　実 岩手県金ケ崎町生形　愛玲菜
ｵｲｶﾀ ﾐﾉﾙ ｵｲｶﾀ ｴﾚﾅ

75 4163  0:18:19佐藤　優 岩手県金ケ崎町佐藤　朔
ｻﾄｳ ﾕｳ ｻﾄｳ ｻｸ

Print : 2016/06/05 13:30:44 3 / 8 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

 ３Ｋ家族ペア

所属ｸﾗﾌﾞ市区町村県名

第34回 金ケ崎マラソン  (種目別） 2016年06月05日
0:10:49大会記録：

氏名 ペア氏名

76 4054  0:18:27千田　崇 岩手県金ケ崎町千田　琥太郎
ﾁﾀﾞ ﾀｶｼ ﾁﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

77 4116  0:18:30槇　俊彦 山形県河北町槇　絢菜
ﾏｷ ﾄｼﾋｺ ﾏｷ ｱﾔﾅ

78 4144  0:18:32及川　円 岩手県奥州市及川　寿々
ｵｲｶﾜ ﾏﾄﾞｶ ｵｲｶﾜ ｼﾞｭｼﾞｭ

79 4029  0:18:38高橋　公仁子 岩手県金ケ崎町高橋　幸希
ﾀｶﾊｼ ｸﾆｺ ﾀｶﾊｼ ｻｷ

80 4127  0:18:41平　知己 黒沢尻西小学校岩手県北上市平　陽斗
ﾀｲﾗ ﾄﾓｷ ﾀｲﾗ ﾋﾅﾄ

81 4195  0:18:45千葉　和恵 岩手県盛岡市千葉　桜佳
ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｴ ﾁﾊﾞ ｵｳｶ

82 4073  0:18:47芦野　良幸 岩手県金ケ崎町芦野　琉成
ｱｼﾉ ﾖｼﾕｷ ｱｼﾉ ﾘｭｳｾｲ

83 4057  0:18:49粟津　文恵 岩手県金ケ崎町粟津　凛佳
ｱﾜﾂ ﾌﾐｴ ｱﾜﾂ ﾘﾝｶ

84 4085  0:18:56高橋　璃優 岩手県北上市高橋　順子
ﾀｶﾊｼ ﾘﾕ ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ

85 4011  0:19:00伊藤　惠美 岩手県花巻市菊池　寿
ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ ｷｸﾁ ﾋｻｼ

86 4124  0:19:01野村　貴裕 盛岡消防本部岩手県盛岡市野村　萌
ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾉﾑﾗ ﾒｸﾞ

87 4111  0:19:01佐々木　拓也 岩手県奥州市佐々木　璃音
ｻｻｷ ﾀｸﾔ ｻｻｷ ﾘｵ

88 4109  0:19:08田中　純也 金ケ崎中学校岩手県紫波町田中　凛太朗
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝﾔ ﾀﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ

89 4159  0:19:10高橋　祐美子 永徳寺クラブ岩手県金ケ崎町髙橋　花奈
ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

90 4191  0:19:18三田　康太 岩手県盛岡市三田　大雅
ﾐﾀ ｺｳﾀ ﾐﾀ ﾀｲｶﾞ

91 4130  0:19:25菅原　孝弘 岩手県奥州市菅原　美保子
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎｺ

92 4175  0:19:41及川　憲一 岩手県奥州市及川　裕登
ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ

93 4042  0:19:45鈴木　勝則 岩手県奥州市鈴木　千智
ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ ｽｽﾞｷ ﾁｻﾄ

94 4040  0:19:46田村　陸 岩手県金ケ崎町田村　和恵
ﾀﾑﾗ ﾘｸ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｴ

95 4146  0:19:46菊地　晃子 岩手県矢巾町菊地　萌那
ｷｸﾁ ｱｷｺ ｷｸﾁ ﾒｲﾅ

96 4074  0:19:51菊池　克哉 岩手県奥州市菊池　姫夏乃
ｷｸﾁ ｶﾂﾔ ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ

97 4015  0:19:53大坂　妙子 岩手県陸前高田市大坂　樹
ｵｵｻｶ ﾀｴｺ ｵｵｻｶ ｲﾂｸ

98 4164  0:20:04斎藤　勉 岩手県釜石市斎藤　李好
ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ ｻｲﾄｳ ﾘｺ

99 4018  0:20:08菊地　祐一 岩手県金ケ崎町菊地　王雅
ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ ｷｸﾁ ｵｳｶﾞ

100 4142  0:20:12小原　隆雅 岩手県北上市小原　大空
ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾏｻ ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ
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101 4170  0:20:17鈴木　武広 三ケ尻小学校岩手県金ケ崎町鈴木　望々
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ ｽｽﾞｷ ﾓﾓ

102 4186  0:20:27早野　聖子 岩手県奥州市早野　篤人
ﾊﾔﾉ ｾｲｺ ﾊﾔﾉ ｱﾂﾄ

103 4104  0:20:28千葉　健太 岩手医科大学岩手県盛岡市千葉　奏介
ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀ ﾁﾊﾞ ｿｳｽｹ

104 4084  0:20:31小菅　恵子 岩手県一関市小菅　凛子
ｺｽｶﾞ ｹｲｺ ｺｽｶﾞ ﾘﾝｺ

105 4121  0:20:33佐藤　卓也 セコム岩手県一関市佐藤　美来
ｻﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾄｳ ﾐﾗｲ

106 4125  0:20:34今松　裕子 ハーティー岩手県盛岡市今松　優翔
ｲﾏﾏﾂ ﾋﾛｺ ｲﾏﾏﾂ ﾕｳﾄ

107 4172  0:20:36佐藤　恵美子 秋田県秋田市佐藤　充姫
ｻﾄｳ ｴﾐｺ ｻﾄｳ ﾐﾂｷ

108 4075  0:20:44高橋　祐貴 岩手県一関市高橋　優子
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ

109 4188  0:20:47佐藤　淑恵 岩手県奥州市吉光　瑛斗
ｻﾄｳ ﾖｼｴ ﾖｼﾐﾂ ｴｲﾄ

110 4190  0:20:49米内　英里 岩手県一関市米内　琴音
ﾖﾅｲ ｴﾘ ﾖﾅｲ ｺﾄﾈ

111 4024  0:21:02髙橋　優禎 岩手県金ケ崎町髙橋　諒晟
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｾｲ

112 4061  0:21:02高橋　成典 岩手県金ケ崎町高橋　絢音
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾄ

113 4156  0:21:05菅原　晋 岩手県金ケ崎町菅原　瑚子
ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝ ｽｶﾞﾜﾗ ｺｺ

114 4037  0:21:05小田島　杏樹 岩手県北上市小田島　和圭子
ｵﾀﾞｼﾏ ｱﾝｼﾞｭ ｵﾀﾞｼﾏ ﾜｶｺ

115 4150  0:21:08宮本　憲二 城北小学校岩手県盛岡市宮本　瑛太
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ﾐﾔﾓﾄ ｴｲﾀ

116 4007  0:21:16菊地　優綺 ポッポＭＦあおぞら園岩手県奥州市菊地　美江子
ｷｸﾁ ﾕｳｱ ｷｸﾁ ﾐｴｺ

117 4145  0:21:19高橋　洋介 岩手県花巻市高橋　煌大
ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

118 4031  0:21:20水野　和彦 岩手県盛岡市水野　栄子
ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾋｺ ﾐｽﾞﾉ ｴｲｺ

119 4017  0:21:22田中　仁 岩手県盛岡市田中　シゲ
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ ﾀﾅｶ ｼｹﾞ

120 4173  0:21:22盛合　麻紀子 岩手県矢巾町樋口　咲希
ﾓﾘｱｲ ﾏｷｺ ﾋｸﾞﾁ ｻｷ

121 4096  0:21:23小川原　ひでき 岩手県奥州市小川原　てるま
ｵｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ ｵｶﾞﾜﾗ ﾃﾙﾏ

122 4148  0:21:25中村　由美 埼玉県さいたま市中村　優仁
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ

123 4090  0:21:34及川　尭允 岩手県金ケ崎町及川　莉玖
ｵｲｶﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ ｵｲｶﾜ ﾘｸ

124 4157  0:21:41井上　久美子 胆沢第一小学校岩手県奥州市井上　メリー
ｲﾉｳｴ ｸﾐｺ ｲﾉｳｴ ﾒﾘｰ

125 4083  0:21:42高橋　拓也 岩手県金ケ崎町高橋　果暖
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ
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126 4147  0:21:48道塚　佳恵 宮城県加美町道塚　弘翔
ﾐﾁﾂｶ ﾖｼｴ ﾐﾁﾂｶ ﾋﾛﾄ

127 4160  0:21:49佐藤　諭理 岩手県奥州市佐藤　理來
ｻﾄｳ ﾕﾘ ｻﾄｳ ﾘｸ

128 4135  0:21:52高橋　新悦 岩手県金ケ崎町高橋　駿太
ﾀｶﾊｼ ｼﾝｴﾂ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀ

129 4138  0:21:54角田　耕一 岩手県盛岡市角田　美樹
ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ ﾂﾉﾀﾞ ﾐｷ

130 4050  0:22:04千葉　舞 岩手県奥州市千葉　星空
ﾁﾊﾞ ﾏｲ ﾁﾊﾞ ｾｲﾗ

131 4045  0:22:05佐藤　智 岩手県奥州市佐藤　真由美
ｻﾄｳ ｻﾄｼ ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ

132 4176  0:22:09及川　茜 岩手県奥州市及川　栞
ｵｲｶﾜ ｱｶﾈ ｵｲｶﾜ ｼｵﾘ

133 4197  0:22:10千田　千賀子 岩手県奥州市千田　陽斗
ﾁﾀﾞ ﾁｶｺ ﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ

134 4067  0:22:14及川　康 三ケ尻ＲＣ岩手県金ケ崎町及川　なつめ
ｵｲｶﾜ ｺｳ ｵｲｶﾜ ﾅﾂﾒ

135 4113  0:22:21池田　加代 岩手県一関市池田　ゆうか
ｲｹﾀﾞ ｶﾖ ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ

136 4041  0:22:40小原　拓也 岩手県金ケ崎町小原　瑠眞
ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ ｵﾊﾞﾗ ﾙﾏ

137 4162  0:22:42遠藤　麗 八日市幼稚園岩手県奥州市遠藤　莉子
ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｺ

138 4079  0:22:54桂　健太 岩手県金ケ崎町桂　煌龍
ｶﾂﾗ ｹﾝﾀ ｶﾂﾗ ｺｳﾘｭｳ

139 4059  0:22:56千田　美里 岩手県金ケ崎町千田　陽万
ﾁﾀﾞ ﾐｻﾄ ﾁﾀﾞ ﾊﾙﾏ

140 4178  0:23:03澤田　弘光 岩手県花巻市澤田　佳音
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ ｻﾜﾀﾞ ｶﾉﾝ

141 4002  0:23:07久保田　碧斗 岩手県花巻市久保田　健太
ｸﾎﾞﾀ ｱｵﾄ ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾀ

142 4066  0:23:24佐藤　美奈子 岩手県北上市佐藤　明日菜
ｻﾄｳ ﾐﾅｺ ｻﾄｳ ｱｽﾅ

143 4025  0:23:34工藤　芳子 岩手県北上市工藤　凛
ｸﾄﾞｳ ﾖｼｺ ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ

144 4129  0:23:39後藤　由雄 岩手県滝沢市後藤　夏子
ｺﾞﾄｳ ﾖｼｵ ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｺ

145 4060  0:23:40平　和年 岩手県金ケ崎町平　愛衣奈
ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾄｼ ﾀｲﾗ ｱｲﾅ

146 4008  0:23:41小原　眞哉 岩手県北上市小原　春香
ｵﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ ｵﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ

147 4091  0:23:49髙橋　嘉彦 岩手県金ケ崎町晴山　巧望
ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋｺ ﾊﾚﾔﾏ ﾀｸﾐ

148 4166  0:23:50佐藤　啓 岩手県奥州市佐藤　隼
ｻﾄｳ ｱｷﾗ ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ

149 4044  0:23:52川又　陽奈望 岩手県盛岡市川又　繭子
ｶﾜﾏﾀ ﾋﾅﾉ ｶﾜﾏﾀ ﾏﾕｺ

150 4022  0:24:12菅原　浩二 岩手県花巻市菅原　愛唯
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ
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151 4131  0:24:28高橋　優 岩手県矢巾町高橋　栄登
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ﾀｶﾊｼ ｴｲﾄ

152 4110  0:24:40佐々木　紀江 岩手県奥州市佐々木　樺音
ｻｻｷ ﾉﾘｴ ｻｻｷ ｶﾉﾝ

153 4080  0:24:42高橋　慶 岩手県金ケ崎町高橋　花奈
ﾀｶﾊｼ ｹｲ ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

154 4093  0:24:45佐藤　和葉 岩手県奥州市佐藤　遥佳
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊ ｻﾄｳ ﾊﾙｶ

155 4092  0:24:46佐藤　初夏 岩手県奥州市佐藤　弘和
ｻﾄｳ ﾓﾄｶ ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ

156 4078  0:24:49桂　有真 岩手県金ケ崎町桂　寧音
ｶﾂﾗ ﾕﾏ ｶﾂﾗ ﾈﾈ

157 4016  0:24:56齊藤　春信 岩手県花巻市齊藤　優心
ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾉﾌﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾝ

158 4107  0:25:01小原　ふみこ 岩手県花巻市小原　しおり
ｵﾊﾞﾗ ﾌﾐｺ ｵﾊﾞﾗ ｼｵﾘ

159 4013  0:25:12古舘　善雄 たいよう保育園岩手県金ケ崎町古舘　妃彩
ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾖｼｵ ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾋｲﾛ

160 4081  0:25:18後藤　幸江 岩手県奥州市後藤　新
ｺﾞﾄｳ ﾕｷｴ ｺﾞﾄｳ ｱﾗﾀ

161 4119  0:25:28佐藤　大祐 岩手県金ケ崎町佐藤　柚里菜
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾄｳ ﾕﾘﾅ

162 4151  0:25:32日高　宣之 岩手県奥州市日高　唯
ﾋﾀﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ ﾋﾀﾞｶ ﾕｲ

163 4141  0:25:36藤原　理恵 岩手県一関市藤原　愛
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｴ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲ

164 4023  0:25:58千田　雄也 花巻市岩手県花巻市千田　実来
ﾁﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾁﾀﾞ ﾐﾗｲ

165 4070  0:26:02千葉　美紀 岩手県奥州市千葉　侑心
ﾁﾊﾞ ﾐｷ ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾝ

166 4028  0:26:32高橋　定幸 岩手県金ケ崎町高橋　幸大
ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞﾕｷ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

167 4006  0:27:08菊地　陽翔 ポッポＭＦあおぞら園岩手県奥州市菊地　香江
ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ ｷｸﾁ ﾖｼｴ

168 4052  0:27:21松本　和浩 岩手県奥州市松本　歩美
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ

169 4098  0:28:49鈴木　麻代子 もみじ保育園岩手県奥州市鈴木　翔大
ｽｽﾞｷ ﾏﾖｺ ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ

170 4087  0:29:13中山　恵子 岩手県奥州市中山　竜之介
ﾅｶﾔﾏ ｹｲｺ ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

171 4005  0:29:19鈴木　正行 岩手県宮古市鈴木　成
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ｽｽﾞｷ ﾅﾙ

172 4062  0:29:45千葉　しの 岩手県金ケ崎町千葉　悠翔
ﾁﾊﾞ ｼﾉ ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ

173 4114  0:30:25笹川　星蘭 宮城県仙台市笹川　玲花
ｻｻｶﾜ ｾｲﾗ ｻｻｶﾜ ﾚｲｶ

174 4021  0:30:42平賀　弘恵 岩手県花巻市平賀　奏一郎
ﾋﾗｶ ﾋﾛｴ ﾋﾗｶ ｿｳｲﾁﾛｳ

175 4058  0:31:03藤本　真世 岩手県奥州市藤本　結茉
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾖ ﾌｼﾞﾓﾄ
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176 4072  0:31:08千葉　千尋 岩手県金ケ崎町千葉　育
ﾁﾊﾞ ﾁﾋﾛ ﾁﾊﾞ ｲｸﾄ

177 4026  0:31:41及川　澪 岩手県北上市及川　佳愛
ｵｲｶﾜ ﾐｵ ｵｲｶﾜ ﾖｼｴ

178 4168  0:31:47菊地　大二郎 菊地家岩手県奥州市菊地　一颯
ｷｸﾁ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ｷｸﾁ ｲｯｻ

179 4063  0:32:14小野寺　千重 岩手県金ケ崎町小野寺　千咲
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾁｴ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾁｻ

180 4069  0:32:16小原　蒼翼 岩手県北上市小原　友也
ｵﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ ｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ

181 4169  0:32:36堤　貴洋 岩手県奥州市堤　願羽
ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ ﾂﾂﾐ ﾈｶﾞｳ

182 4056  0:33:23榊　久典 エンジェル☆ぼいす岩手県金ケ崎町榊　天音
ｻｶｷ ﾋｻﾉﾘ ｻｶｷ ｱﾏﾈ

183 4152  0:33:54永井　祐子 岩手県大船渡市永井　一華
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｺ ﾅｶﾞｲ ｲﾁｶ

184 4165  0:33:59樋口　寿枝 岩手県北上市樋口　湊士
ﾋｸﾞﾁ ﾄｼｴ ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ

185 4034  0:35:15蟻田　好孝 岩手県金ケ崎町蟻田　陽菜
ｱﾘﾀ ﾖｼﾀｶ ｱﾘﾀ ﾋﾅ

186 4055  0:35:32榊　文仁 エンジェル☆ぼいす岩手県金ケ崎町榊　奏音
ｻｶｷ ｱﾔﾋﾄ ｻｶｷ ｶﾅﾃﾞ

187 4161  0:35:38及川　真由美 たいよう保育園岩手県金ケ崎町及川　琉生
ｵｲｶﾜ ﾏﾕﾐ ｵｲｶﾜ ﾙｲ

188 4032  0:36:05今松　勝美 岩手県金ケ崎町今松　愛奈
ｲﾏﾏﾂ ｶﾂﾐ ｲﾏﾏﾂ ﾏﾅ

Print : 2016/06/05 13:30:44 8 / 8 ページ Official Timer & Result By ISTS


