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1 4109 宮竹　南央哉 チームしろくま 00:10:23ﾐﾔﾀｹ ﾅｵﾔ 埼玉県春日部市

宮竹　利史哉 ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾔ

大会新

2 4148 山田　泰裕 ブルズユース 00:11:49ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 岩手県紫波町

山田　塁 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ

3 4010 小田島　慶汰 北上ＪＲＣ 00:12:03ｵﾀﾞｼﾏ ｹｲﾀ 岩手県北上市

小田島　浩樹 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｷ

4 4127 古舘　孝広 金ケ崎第一小 00:12:33ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ 岩手県金ケ崎町

古舘　諒成 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ

5 4132 中塚　英慈 00:12:56ﾅｶﾂｶ ｴｲｼﾞ 岩手県盛岡市

中塚　美聡 ﾅｶﾂｶ ﾐｻﾄ

6 4112 藤原　幹伍 生涯現役陸上部 00:13:16ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝｺﾞ 岩手県金ケ崎町

藤原　美理 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ

7 4093 髙橋　隆敏 永岡小学校 00:13:22ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾄｼ 岩手県金ケ崎町

髙橋　慶訓 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ

8 4028 菊池　聡 北上ＪＲＣ 00:13:26ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県北上市

菊池　瑞希 ｷｸﾁ ﾐｽﾞｷ

9 4122 加藤　慶司 上田小学校 00:13:32ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 岩手県盛岡市

加藤　今 ｶﾄｳ ｲﾏ

10 4005 山口　俊輔 ヤマグチ 00:13:34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

11 4158 高橋　隼 00:13:38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 4135 前原　紀敏 00:14:12ﾏｴﾊﾗ ﾉﾘﾄｼ 岩手県盛岡市

前原　知志 ﾏｴﾊﾗ ﾄﾓｼ

13 4165 菅原　覚 胆沢第一小学校 00:14:17ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ 岩手県奥州市

菅原　佑太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ

14 4164 大内　健介 00:14:39ｵｵｳﾁ ｹﾝｽｹ 岩手県奥州市

大内　侑那 ｵｵｳﾁ ﾕｳﾅ

15 4151 峠舘　幹治 トヨタ東日本 00:14:39ﾄｳｹﾞﾀﾞﾃ ｶﾝｼﾞ 岩手県奥州市

峠舘　力樹 ﾄｳｹﾞﾀﾞﾃ ﾘｷ

16 4159 千葉　美章 00:14:56ﾁﾊﾞ ﾖｼｱｷ 岩手県奥州市

千葉　廉仁 ﾁﾊﾞ ﾚﾝﾄ

17 4160 高橋　乃愛 下増田小学校 00:15:00ﾀｶﾊｼ ﾉｱ 宮城県名取市

高橋　明愛 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

18 4117 浅沼　雄 浅沼モータース 00:15:08ｱｻﾇﾏ ﾕｳ 岩手県奥州市

浅沼　稀心 ｱｻﾇﾏ ﾏﾅﾄ

19 4045 千田　大星 00:15:09ﾁﾀﾞ ﾀｲｾｲ 岩手県奥州市

千田　里子 ﾁﾀﾞ ｻﾄｺ

20 4143 菊地　大二郎 菊地家 00:15:10ｷｸﾁ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 岩手県奥州市

菊地　葵羽 ｷｸﾁ ｱｵﾊﾞ

21 4120 千田　忠芳 胆沢南走会 00:15:14ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 岩手県奥州市

千田　琉生 ﾁﾀﾞ ﾙｲ

22 4115 鈴木　祐市 胆沢第一小学校 00:15:20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

23 4073 小原　大行 00:15:22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

24 4118 川原　国彦 １ｓｔ－Ｅ 00:15:29ｶﾜﾊﾗ ｸﾆﾋｺ 岩手県盛岡市

川原　理愛 ｶﾜﾊﾗ ﾘｱﾈ

25 4163 藤原　秀行 00:15:35ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県奥州市

藤原　耀太 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳﾀ
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26 4180 高橋　謙太 00:15:35ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 岩手県盛岡市

高橋　唯斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾄ

27 4142 菊地　彩 菊地家 00:15:38ｷｸﾁ ｱﾔ 岩手県奥州市

菊地　一颯 ｷｸﾁ ｲｯｻ

28 4103 後藤　栄子 チームなおき 00:15:38ｺﾞﾄｳ ｴｲｺ 岩手県花巻市

後藤　尚希 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ

29 4067 菅野　恵利子 00:15:40ｶﾝﾉ ｴﾘｺ 岩手県奥州市

菅野　暖人 ｶﾝﾉ ﾊﾙﾄ

30 4174 菅原　朋 一関小学校 00:16:04ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓ 岩手県一関市

菅原朋　菅原万蓮 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾚﾝ

31 4121 釼吉　千春 00:16:04ｹﾝﾖｼ ﾁﾊﾙ 岩手県盛岡市

釼吉　紗矢 ｹﾝﾖｼ ｻﾔ

32 4070 鈴木　凛大 00:16:13ｽｽﾞｷ ﾘｵ 岩手県北上市

鈴木　紗来 ｽｽﾞｷ ｻﾗ

33 4130 吉田　さゆり 第一小学校 00:16:15ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 岩手県花巻市

吉田　葵 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ

34 4037 佐々木　純 00:16:15ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 岩手県大船渡市

佐々木　悠真 ｻｻｷ ﾕｳﾏ

35 4119 高橋　祐美子 永徳寺クラブ 00:16:31ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 岩手県金ケ崎町

髙橋　花奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

36 4044 小野寺　由美子 00:16:55ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐｺ 岩手県奥州市

小野寺　大斗 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾄ

37 4106 木村　舞子 チームハタプロ 00:17:06ｷﾑﾗ ﾏｲｺ 宮城県仙台市

木村　祐惺 ｷﾑﾗ ﾕｳｾｲ

38 4081 佐々木　剛 00:17:08ｻｻｷ ﾀｹｼ 岩手県金ケ崎町

佐々木　聖也 ｻｻｷ ｾｲﾔ

39 4069 髙橋　優禎 00:17:14ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 岩手県金ケ崎町

髙橋　諒晟 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｾｲ

40 4191 桂　健太 00:17:26ｶﾂﾗ ｹﾝﾀ 岩手県金ケ崎町

桂　煌龍 ｶﾂﾗ ｺｳﾘｭｳ

41 4083 大内　治 00:17:33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

42 4181 高橋　奈都希 00:17:39ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 岩手県盛岡市

高橋　碧渚 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾅ

43 4147 村上　奏 00:17:43ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾙ 岩手県奥州市

村上　來飛 ﾑﾗｶﾐ ｸｳﾄ

44 4088 熊谷　朋宏 00:17:44ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県盛岡市

熊谷　朔矢 ｸﾏｶﾞｲ ｻｸﾔ

45 4125 佐々木　拓也 00:17:47ｻｻｷ ﾀｸﾔ 岩手県奥州市

佐々木　璃音 ｻｻｷ ﾘｵ

46 4003 生形　実 00:17:49ｵｲｶﾀ ﾐﾉﾙ 岩手県金ケ崎町

生形　愛玲菜 ｵｲｶﾀ ｴﾚﾅ

47 4141 鈴木　克裕 水沢南小学校 00:17:50ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 岩手県奥州市

鈴木　心都 ｽｽﾞｷ ｺﾄ

48 4055 菊池　泰幸 00:17:50ｷｸﾁ ﾔｽﾕｷ 岩手県金ケ崎町

菊池　泰楽 ｷｸﾁ ﾀｲﾗ

49 4113 加賀　章允 鬼柳小学校 00:17:54ｶｶﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 岩手県北上市

加賀　海音 ｶｶﾞ ﾐｵﾝ

50 4168 小川原　ひでき さくら６９３ 00:17:59ｵｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ 岩手県奥州市

小川原　てるま ｵｶﾞﾜﾗ ﾃﾙﾏ
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51 4157 佐藤　優 00:18:00ｻﾄｳ ﾕｳ 岩手県金ケ崎町

佐藤　朔 ｻﾄｳ ｻｸ

52 4066 黒沢　孝光 00:18:00ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾐﾂ 岩手県金ケ崎町

黒沢　凛音 ｸﾛｻﾜ ﾘﾝﾈ

53 4152 宮本　憲二 00:18:01ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 岩手県盛岡市

宮本　瑛太 ﾐﾔﾓﾄ ｴｲﾀ

54 4099 茶家　清美 00:18:06ﾁｬﾔ ｷﾖﾐ 岩手県滝沢村

伊藤　璃音 ｲﾄｳ ﾘｵ

55 4047 中川　祐 一関市立南小学校 00:18:15ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｽｸ 岩手県一関市

中川　朱理 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾘ

56 4172 永井　毅 00:18:18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

57 4035 久保田　康裕 00:18:22ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 岩手県花巻市

久保田　碧斗 ｸﾎﾞﾀ ｱｵﾄ

58 4063 小原　拓也 00:18:27ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ 岩手県金ケ崎町

小原　瑠眞 ｵﾊﾞﾗ ﾙﾏ

59 4079 佐藤　正弘 00:18:36ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 岩手県奥州市

佐藤　ひまり ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ

60 4123 及川　憲一 00:18:38ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ 岩手県奥州市

及川　裕登 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ

61 4039 菊池　克哉 00:18:39ｷｸﾁ ｶﾂﾔ 岩手県奥州市

菊池　姫夏乃 ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ

62 4144 今松　裕子 ハーティハート 00:18:42ｲﾏﾏﾂ ﾋﾛｺ 岩手県盛岡市

今松　優翔 ｲﾏﾏﾂ ﾕｳﾄ

63 4072 菊池　毅 00:18:43ｷｸﾁ ﾂﾖｼ 岩手県金ケ崎町

菊池　悠志 ｷｸﾁ ﾕｳｼ

64 4133 浜川　小季 00:18:49ﾊﾏｶﾜ ｻｷ 岩手県遠野市

浜川　那々子 ﾊﾏｶﾜ ﾅﾅｺ

65 4124 及川　茜 00:18:54ｵｲｶﾜ ｱｶﾈ 岩手県奥州市

及川　栞 ｵｲｶﾜ ｼｵﾘ

66 4136 齊藤　妃 00:19:01ｻｲﾄｳ ｷｻｷ 岩手県滝沢市

齊藤　皇 ｻｲﾄｳ ｺｳ

67 4029 高橋　公仁子 フナクボＫ・Ｋ 00:19:09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

68 4019 森岡　栄子 00:19:30ﾓﾘｵｶ ｴｲｺ 岩手県北上市

森岡　優斗 ﾓﾘｵｶ ﾕｳﾄ

69 4022 佐々木　裕喜 00:19:37ｻｻｷ ﾋﾛｷ 岩手県奥州市

佐々木　桜 ｻｻｷ ｻｸﾗ

70 4104 早野　洋平 00:19:38ﾊﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 岩手県奥州市

早野　篤人 ﾊﾔﾉ ｱﾂﾄ

71 4137 瀧澤　志保 00:19:40ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾎ 岩手県一関市

瀧澤　昂 ﾀｷｻﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ

72 4102 澤田　弘光 00:19:42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

73 4032 菊地　優綺 ポッポＭＦ前沢小学校 00:19:48ｷｸﾁ ﾕｳｱ 岩手県奥州市

菊地　美江子 ｷｸﾁ ﾐｴｺ

74 4161 佐藤　淑恵 00:19:51ｻﾄｳ ﾖｼｴ 岩手県奥州市

吉光　瑛斗 ﾖｼﾐﾂ ｴｲﾄ

75 4149 森合　望美 雫石役場 00:19:54ﾓﾘｱｲ ﾉｿﾞﾐ 岩手県雫石町

森合　栄仁 ﾓﾘｱｲ ﾏｻﾋﾄ
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76 4075 大坪　遥人 00:19:56ｵｵﾂﾎﾞ ﾊﾙﾄ 岩手県盛岡市

大坪　緑 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐﾄﾞﾘ

77 4017 菊地　祐一 00:19:57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

78 4040 髙橋　敦 00:19:58ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 岩手県金ケ崎町

髙橋　莉緒 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ

79 4056 鈴木　勝則 前沢小学校 00:20:00ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 岩手県奥州市

鈴木　千智 ｽｽﾞｷ ﾁｻﾄ

80 4023 高橋　成典 南方幼稚園 00:20:05ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 岩手県金ケ崎町

高橋　絢音 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾄ

81 4126 菊地　友和 00:20:08ｷｸﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 岩手県矢巾町

菊地　晃子 ｷｸﾁ ｱｷｺ

82 4188 菊池　寿春 00:20:09ｷｸﾁ ﾄｼﾊﾙ 岩手県奥州市

菊池　遥翔 ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

83 4036 小原　奏里 00:20:11ｵﾊﾞﾗ ｶﾅﾘ 岩手県金ケ崎町

小原　秀翔 ｵﾊﾞﾗ ｼｭｳﾄ

84 4182 綱川　高志 00:20:12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

85 4054 小原　友也 00:20:19ｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 岩手県北上市

小原　蒼翼 ｵﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ

86 4129 及川　瑞穂 00:20:20ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞﾎ 岩手県奥州市

及川　晄太郎 ｵｲｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ

87 4016 小関　智富 00:20:21ｺｾｷ ﾁﾄﾐ 岩手県金ケ崎町

小関　逞央 ｺｾｷ ﾀｸﾏ

88 4110 伊東　貴洋 00:20:23ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 岩手県奥州市

伊東　優羽 ｲﾄｳ ﾕｳ

89 4009 菊池　義弘 00:20:25ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾛ 岩手県金ケ崎町

菊池　愉菜 ｷｸﾁ ﾕﾅ

90 4064 高橋　愛輝 三ヶ尻小学校 00:20:41ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 岩手県金ケ崎町

高橋　留美子 ﾀｶﾊｼ ﾙﾐｺ

91 4116 鈴木　麻代子 もみじ保育園 00:20:44ｽｽﾞｷ ﾏﾖｺ 岩手県奥州市

鈴木　翔大 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ

92 4094 潮田　真理 00:20:50ｳｼｵﾀﾞ ﾏﾘ 岩手県一関市

潮田　花奈 ｳｼｵﾀﾞ ｶﾅ

93 4034 大坂　妙子 00:20:54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

94 4012 千葉　千佳 00:21:04ﾁﾊﾞ ﾁｶ 岩手県北上市

千葉　柑奈 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ

95 4014 渡辺　由加子 00:21:08ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶｺ 岩手県金ケ崎町

渡辺　怜果 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｶ

96 4169 高橋　早苗 00:21:11ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 岩手県金ケ崎町

高橋　優芽 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ

97 4134 藤原　理恵 00:21:12ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｴ 岩手県一関市

藤原　愛 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲ

98 4187 佐藤　元久 00:21:21ｻﾄｳ ﾓﾄﾋｻ 岩手県金ケ崎町

佐藤　十夢 ｻﾄｳ ﾄﾑ

99 4078 箱崎　清秋 00:21:26ﾊｺｻﾞｷ ｷﾖｱｷ 岩手県奥州市

箱崎　岳 ﾊｺｻﾞｷ ｶﾞｸ

100 4043 田中　仁 00:21:28ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岩手県盛岡市

田中　シゲ ﾀﾅｶ ｼｹﾞ
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101 4183 高橋　真由美 00:21:29ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ 岩手県一関市

高橋　夏芽 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾒ

102 4027 佐藤　政夫 00:21:32ｻﾄｳ ﾏｻｵ 岩手県奥州市

佐藤　志音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ

103 4140 後藤　由雄 00:21:34ｺﾞﾄｳ ﾖｼｵ 岩手県滝沢市

後藤　夏子 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｺ

104 4007 菅原　浩二 00:21:38ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 岩手県花巻市

菅原　愛唯 ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ

105 4042 高橋　慶 00:21:45ﾀｶﾊｼ ｹｲ 岩手県金ケ崎町

高橋　花奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

106 4155 千葉　武仁 00:21:46ﾁﾊﾞ ﾀｹﾋﾄ 岩手県盛岡市

千葉　凌雅 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ

107 4173 熊谷　ナツ子 00:21:47ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾂｺ 岩手県盛岡市

木戸口　侑永 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾕﾅ

108 4154 千葉　和恵 00:21:50ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｴ 岩手県盛岡市

千葉　友雅 ﾁﾊﾞ ﾕｳｶﾞ

109 4177 高橋　圭 00:21:56ﾀｶﾊｼ ｹｲ 岩手県奥州市

高橋　暖士 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ

110 4046 松本　和浩 00:21:59ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県奥州市

松本　歩美 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ

111 4085 後藤　隆哉 00:22:00ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾔ 岩手県奥州市

後藤　新 ｺﾞﾄｳ ｱﾗﾀ

112 4048 及川　康 三ヶ尻Ｒ 00:22:02ｵｲｶﾜ ｺｳ 岩手県金ケ崎町

及川　なつめ ｵｲｶﾜ ﾅﾂﾒ

113 4184 伊藤　晶子 00:22:03ｲﾄｳ ｱｷｺ 岩手県普代村

伊藤　駿成 ｲﾄｳ ﾄｼﾅﾘ

114 4171 吉田　明人 00:22:06ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾄ 岩手県盛岡市

吉田　有希 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷ

115 4156 遠藤　麗 00:22:07ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲ 岩手県奥州市

遠藤　莉子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｺ

116 4065 伊藤　正 00:22:07ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 岩手県金ケ崎町

伊藤　愛菜 ｲﾄｳ ｱｲﾅ

117 4189 加藤　惇郎 Ｍ７８星雲 00:22:13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

118 4190 小野　政隆 冨士屋製菓 00:22:17ｵﾉ ﾏｻﾀｶ 岩手県一関市

小野　蒼馬 ｵﾉ ｿｳﾏ

119 4196 村内　美佐子 00:22:21ﾑﾗｳﾁ ﾐｻｺ 岩手県盛岡市

村内　真維 ﾑﾗｳﾁ ﾏｲ

120 4059 佐藤　初夏 00:22:22ｻﾄｳ ﾓﾄｶ 岩手県奥州市

佐藤　弘和 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ

121 4058 佐藤　和葉 00:22:23ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊ 岩手県奥州市

佐藤　遥佳 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ

122 4186 佐々木　豊 00:22:25ｻｻｷ ﾕﾀｶ 岩手県奥州市

佐々木　真奈 ｻｻｷ ﾏﾅ

123 4185 千枝　大志 00:22:27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

124 4179 佐々木　理香 00:22:30ｻｻｷ ﾘｶ 岩手県大槌町

佐々木　隆光 ｻｻｷ ﾀｶﾐﾂ

125 4091 新渡戸　千枝 00:22:35ﾆﾄﾍﾞ ﾁｴ 岩手県北上市

新渡戸　千鶴 ﾆﾄﾍﾞ ﾁﾂﾞﾙ
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126 4198 八森　みゆき 00:22:55ﾊﾁﾓﾘ ﾐﾕｷ 岩手県北上市

八森　大翔 ﾊﾁﾓﾘ ﾀｲｶﾞ

127 4026 及川　澪 鬼小４年 00:22:58ｵｲｶﾜ ﾐｵ 岩手県北上市

及川　佳愛 ｵｲｶﾜ ﾖｼｴ

128 4175 菅原　健一 一関小学校 00:23:08ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｲﾁ 岩手県一関市

菅原　三椰 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾔ

129 4193 遠田　亜紀 00:23:09ｴﾝﾀ ｱｷ 岩手県金ケ崎町

遠田　紗月 ｴﾝﾀ ｻﾂｷ

130 4021 古舘　善雄 00:23:11ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾖｼｵ 岩手県金ケ崎町

古舘　妃彩 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾋｲﾛ

131 4146 千葉　千尋 00:23:12ﾁﾊﾞ ﾁﾋﾛ 岩手県金ケ崎町

千葉　育 ﾁﾊﾞ ｲｸﾄ

132 4038 小原　安孝 00:23:18ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾀｶ 岩手県北上市

小原　悠斗 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ

133 4076 千田　崇 00:23:19ﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 岩手県金ケ崎町

千田　野乃夏 ﾁﾀﾞ ﾉﾉｶ

134 4153 日高　宣之 00:23:19ﾋﾀﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県奥州市

日高　唯 ﾋﾀﾞｶ ﾕｲ

135 4192 桂　有真 00:23:20ｶﾂﾗ ﾕﾏ 岩手県金ケ崎町

桂　寧音 ｶﾂﾗ ﾈﾈ

136 4194 菅原　慎一 00:23:24ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ 岩手県金ケ崎町

菅原　香乃 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾉ

137 4033 石川　敬 00:23:38ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 岩手県奥州市

石川　陽琉 ｲｼｶﾜ ﾊﾙ

138 4108 及川　聖文 たいよう保育園 00:23:38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

139 4092 藤原　康輝 きりん組 00:23:42ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾃﾙ 岩手県花巻市

藤原　彩羽 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾛﾊ

140 4074 工藤　颯人 00:23:48ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 岩手県北上市

工藤　芳子 ｸﾄﾞｳ ﾖｼｺ

141 4053 千葉　美紀 00:23:59ﾁﾊﾞ ﾐｷ 岩手県奥州市

千葉　侑心 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾝ

142 4050 島　朝子 00:24:00ｼﾏ ｱｻｺ 岩手県金ケ崎町

島　菜々美 ｼﾏ ﾅﾅﾐ

143 4057 谷地畝　昌恵 00:24:04ﾔﾁｳﾈ ﾏｻｴ 岩手県北上市

谷地畝　太智 ﾔﾁｳﾈ ﾀﾞｲﾁ

144 4030 菅原　晋 00:24:04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

145 4090 小野寺　千重 ヨコミチＲＣ 00:24:08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

146 4077 松本　早希子 00:24:08ﾏﾂﾓﾄ ｻｷｺ 岩手県盛岡市

松本　和佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ

147 4031 菊地　陽翔 ポッポＭＦあおぞら園 00:24:10ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ 岩手県奥州市

菊地　隆文 ｷｸﾁ ﾀｶﾌﾐ

148 4138 瀧澤　洋 00:24:22ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 岩手県一関市

瀧澤　悠 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

149 4114 加賀　利子 大堤幼稚園 00:24:25ｶｶﾞ ﾄｼｺ 岩手県北上市

加賀　音珠 ｶｶﾞ ｵﾝｼﾞｭ

150 4041 高橋　幸枝 00:24:45ﾀｶﾊｼ ｻﾁｴ 岩手県金ケ崎町

高橋　佑 ﾀｶﾊｼ ﾀｽｸ
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151 4145 菅原　伴和 00:24:46ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 岩手県盛岡市

菅原　佑真 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ

152 4107 坂井　大志 00:24:59ｻｶｲ ﾋﾛｼ 岩手県盛岡市

坂井　叶苗 ｻｶｲ ｶﾅｴ

153 4051 榊　文仁 エンジェル☆ぼいす 00:24:59ｻｶｷ ｱﾔﾋﾄ 岩手県金ケ崎町

榊　天音 ｻｶｷ ｱﾏﾈ

154 4011 千葉　しの 00:25:03ﾁﾊﾞ ｼﾉ 岩手県金ケ崎町

千葉　悠翔 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ

155 4105 千田　栄幸 真城幼稚園 00:25:04ﾁﾀﾞ ｴｲｺｳ 岩手県奥州市

千田　笑鈴 ﾁﾀﾞ ｴﾐﾘ

156 4086 川邉　翔平 00:25:19ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 岩手県奥州市

川邉　璃翔 ｶﾜﾍﾞ ﾘﾄ

157 4025 高橋　龍一 南方幼稚園 00:25:26ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県金ケ崎町

高橋　咲音 ﾀｶﾊｼ ｻｷﾄ

158 4024 高橋　章菜 南方幼稚園 00:25:32ﾀｶﾊｼ ｱｷﾅ 岩手県金ケ崎町

高橋　凪音 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞﾄ

159 4084 及川　尭允 及川ファミリー 00:25:37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

160 4195 菅原　真実 00:26:04ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾐ 岩手県金ケ崎町

菅原　昊士 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｼ

161 4197 村内　真士 00:26:08ﾑﾗｳﾁ ﾏｻｼ 岩手県盛岡市

村内　真緒 ﾑﾗｳﾁ ﾏｵ

162 4001 鈴木　正行 00:26:21ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 岩手県宮古市

鈴木　成 ｽｽﾞｷ ﾅﾙ

163 4013 今松　勝美 00:26:31ｲﾏﾏﾂ ｶﾂﾐ 岩手県金ケ崎町

今松　愛奈 ｲﾏﾏﾂ ﾏﾅ

164 4167 華園　綾香 00:26:44ﾊﾅｿﾞﾉ ｱﾔｶ 秋田県秋田市

華園　小春 ﾊﾅｿﾞﾉ ｺﾊﾙ

165 4150 佐藤　卓也 00:27:18ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 岩手県一関市

佐藤　凪沙 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ

166 4008 藤本　雄一 00:27:31ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 岩手県奥州市

藤本　結茉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾏ

167 4062 今村　いずみ 00:27:48ｲﾏﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 岩手県金ケ崎町

今村　愛海 ｲﾏﾑﾗ ｱﾐ

168 4020 安保　可奈恵 チーム一葉 00:28:04ｱﾝﾎﾞ ｶﾅｴ 岩手県盛岡市

安保　一葉 ｱﾝﾎﾞ ｲﾁﾊ

169 4162 小山　景子 00:28:19ｵﾔﾏ ｹｲｺ 岩手県一関市

小山　絢子 ｵﾔﾏ ｱﾔｺ

170 4004 平賀　弘恵 00:28:22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

171 4082 千田　信也 00:28:24ﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ 岩手県奥州市

千田　明莉 ﾁﾀﾞ ｱｶﾘ

172 4101 樋口　寿枝 00:28:33ﾋｸﾞﾁ ﾄｼｴ 岩手県矢巾町

樋口　湊士 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ

173 4049 蟻田　好孝 00:28:56ｱﾘﾀ ﾖｼﾀｶ 岩手県金ケ崎町

蟻田　陽菜 ｱﾘﾀ ﾋﾅ

174 4178 山門　知美 00:29:20ﾔﾏｶﾄﾞ ﾄﾓﾐ 岩手県北上市

山門　柚巴 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾕｽﾞﾊ

175 4095 鈴木　好 00:30:00ｽｽﾞｷ ｺﾉﾐ 岩手県平泉町

鈴木　佐奈 ｽｽﾞｷ ｻﾅ
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176 4176 鈴木　覚也 00:30:26ｽｽﾞｷ ｶｸﾔ 岩手県一関市

鈴木　悠斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

177 4052 榊　久典 エンジェル☆ぼいす 00:31:21ｻｶｷ ﾋｻﾉﾘ 岩手県金ケ崎町

榊　奏音 ｻｶｷ ｶﾅﾃﾞ

178 4006 菅原　志保 00:31:55ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾎ 岩手県花巻市

菅原　千聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ

179 4087 工藤　隆行 00:32:49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

180 4128 及川　博 00:32:56ｵｲｶﾜ ﾋﾛｼ 岩手県奥州市

及川　朝日 ｵｲｶﾜ ｱｻﾋ

181 4097 佐藤　茂利 駒保きらきら組 00:35:06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

182 4139 東海林　公子 00:39:00ｼｮｳｼﾞ ｺｳｺ 岩手県奥州市

東海林　元気 ｼｮｳｼﾞ ｹﾞﾝｷ
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