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順位 氏名 所属クラブ 記録ナンバ－
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カナ 都市名

大会記録： 00:10:23

1 4098 佐藤　工 チームシュガー 00:11:41ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 宮城県岩沼市

佐藤　美海 ｻﾄｳ ﾐｳﾅ

2 4097 勝山　裕之 とまと屋さん 00:11:44ｶﾂﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 岩手県花巻市

勝山　恵太 ｶﾂﾔﾏ ｹｲﾀ

3 4009 小田島　浩樹 北上ＪＲＣ 00:11:46ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 岩手県北上市

小田島　慶汰 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｹｲﾀ

4 4111 澤口　りる 石鳥谷中学校 00:12:21ｻﾜｸﾞﾁ ﾘﾙ 岩手県花巻市

澤口　順成 ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ

5 4140 上條　雄喜 00:12:26ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 岩手県奥州市

上條　茂稔 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｹﾞﾉﾘ

6 4136 高橋　隆悦 名取市 00:12:33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

7 4118 小野寺　悠 サンビレＲＣ 00:12:49ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 岩手県一戸町

小野寺　凰 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳ

8 4074 高橋　隼 00:13:19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

9 4159 千田　忠芳 南都田小学校 00:13:27ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 岩手県奥州市

千田　琉生 ﾁﾀﾞ ﾙｲ

10 4152 大内　健介 00:13:53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

11 4156 松本　大介 さわや 00:14:01ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県盛岡市

松本　武大 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ

12 4103 藤原　幹伍 宮城教育大学ＯＢ 00:14:08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

13 4120 多田　隆 黒岩小学校 00:14:11ﾀﾀﾞ ﾀｶｼ 岩手県北上市

多田　陽翔 ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾄ

14 4106 鈴木　祐市 奥州市立胆沢第一小学校 00:14:13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 4053 佐藤　かずみ 水沢小学校 00:14:17ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ 岩手県奥州市

佐藤　佳亮 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ

16 4082 髙橋　隆敏 永岡小学校 00:14:29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

17 4128 山田　泰裕 ダンロップ 00:14:42ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 岩手県紫波町

山田　陽 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳ

18 4126 千葉　一俊 00:15:00ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾄｼ 岩手県平泉町

千葉　碧空 ﾁﾊﾞ ｿﾗ

19 4113 浜川　洋平 遠野小学校 00:15:04ﾊﾏｶﾜ ﾖｳﾍｲ 岩手県遠野市

浜川　那々子 ﾊﾏｶﾜ ﾅﾅｺ

20 4112 高橋　巧 00:15:07ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 岩手県盛岡市

高橋　悠 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ

21 4006 菅原　覚 胆沢第一小学校 00:15:10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

22 4041 大内　治 00:15:12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

23 4171 村上　英之 トヨタ自動車東日本 00:15:14ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県金ケ崎町

村上　泰理 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾘ

24 4063 小原　大行 永岡小学校 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

25 4139 浅沼　充志 00:15:39ｱｻﾇﾏ ｱﾂｼ 岩手県花巻市

浅沼　凛寧 ｱｻﾇﾏ ﾘﾝﾈ

print:2018/06/03 12:34:51 1/8 ページTimed by　アイサム



第36回金ケ崎マラソン 2018/06/03

順位 氏名 所属クラブ 記録ナンバ－

3km家族ペア3km家族ペア3km家族ペア3km家族ペア

カナ 都市名

大会記録： 00:10:23

26 4008 佐藤　正樹 00:15:40ｻﾄｳ ﾏｻｷ 岩手県奥州市

佐藤　結衣 ｻﾄｳ ﾕｲ

27 4072 田口　祥行 00:15:47ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 岩手県金ケ崎町

中家　颯眞 ﾅｶﾔ ｿｳﾏ

28 4101 小山　花乃 00:16:02ｵﾔﾏ ﾊﾅﾉ 岩手県一関市

小山　晴臣 ｵﾔﾏ ﾊﾙｵﾐ

29 4031 後藤　剛 00:16:04ｺﾞﾄｳ ｺﾞｳ 岩手県北上市

後藤　向日葵 ｺﾞﾄｳ ﾋﾏﾘ

30 4169 髙橋　祐美子 永徳寺マラソンクラブ 00:16:04ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 岩手県金ケ崎町

髙橋　花奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

31 4175 稲田　雪恵 00:16:06ｲﾅﾀﾞ ﾕｷｴ 岩手県盛岡市

稲田　佑隼 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ

32 4121 鈴木　克裕 トヨタ自動車東日本 00:16:08ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 岩手県奥州市

鈴木　心都 ｽｽﾞｷ ｺﾄ

33 4060 佐々木　剛 00:16:19ｻｻｷ ﾀｹｼ 岩手県金ケ崎町

佐々木　聖也 ｻｻｷ ｾｲﾔ

34 4029 高橋　定史 町立第一小 00:16:20ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞﾌﾐ 岩手県金ケ崎町

高橋　幸希 ﾀｶﾊｼ ｻｷ

35 4170 菅原　俊 00:16:24ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝ 岩手県奥州市

菅原　朋花 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｶ

36 4148 遠田　晃司 00:16:24ｴﾝﾀ ｺｳｼﾞ 岩手県金ケ崎町

遠田　明日斗 ｴﾝﾀ ｱｽﾄ

37 4124 菊地　彩 菊地家 00:16:30ｷｸﾁ ｱﾔ 岩手県奥州市

菊地　悠雅 ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ

38 4090 佐藤　千歳 00:16:38ｻﾄｳ ﾁﾄｾ 岩手県奥州市

佐藤　政夫 ｻﾄｳ ﾏｻｵ

39 4196 石山　真 三ケ尻小学校 00:16:40ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 岩手県金ケ崎町

石山　悠樹 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｷ

40 4005 菊池　義弘 00:16:58ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾛ 岩手県金ケ崎町

菊池　愉菜 ｷｸﾁ ﾕﾅ

41 4143 綱川　高志 00:17:03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

42 4195 高橋　辰幸 00:17:04ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾕｷ 岩手県金ケ崎町

高橋　結音 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

43 4023 鈴木　浩虹 チーム浩 00:17:06ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾆｼﾞ 宮城県大崎市

鈴木　浩紅 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾍﾞﾆ

44 4027 �原　武志 山岸小学校 00:17:14ﾖｼﾊﾗ ﾀｹｼ 岩手県盛岡市

�原　悠惺 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳｾｲ

45 4178 鈴木　正記 奥州市立稲瀬小学校 00:17:19ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 岩手県奥州市

鈴木　遥海 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｸ

46 4033 髙橋　勇輝 00:17:20ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 岩手県金ケ崎町

髙橋　泰斗 ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾄ

47 4183 重良　素史 00:17:22ｼﾞｭｳﾛｳ ﾓﾄｼ 岩手県一関市

重良　悠太 ｼﾞｭｳﾛｳ ﾕｳﾀ

48 4014 菊地　祐一 00:17:38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

49 4165 佐藤　智香子 00:17:40ｻﾄｳ ﾁｶｺ 岩手県奥州市

佐藤　翔 ｻﾄｳ ｶｹﾙ

50 4154 森内　新 00:17:40ﾓﾘｳﾁ ｱﾗﾀ 岩手県北上市

森内　柚衣 ﾓﾘｳﾁ ﾕｲ
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51 4198 松本　浩幸 00:17:48ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 岩手県金ケ崎町

松本　大輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

52 4142 永井　毅 00:17:59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

53 4134 佐藤　優 00:18:03ｻﾄｳ ﾕｳ 岩手県金ケ崎町

佐藤　朔 ｻﾄｳ ｻｸ

54 4147 加藤　惇郎 チーム高安 00:18:04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

55 4062 山根　泰裕 00:18:05ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ 岩手県金ケ崎町

山根　璃虹 ﾔﾏﾈ ﾘｺ

56 4173 齋藤　朋子 00:18:12ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ 岩手県盛岡市

齋藤　菜の佳 ｻｲﾄｳ ﾅﾉｶ

57 4167 玉山　由佳 00:18:14ﾀﾏﾔﾏ ﾕｶ 岩手県花巻市

阿部　純之介 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

58 4190 齊藤　玄洋 00:18:15ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾋﾛ 岩手県金ケ崎町

齊藤　冬葉 ｻｲﾄｳ ﾄﾜ

59 4057 阿部　有貴子 00:18:16ｱﾍﾞ ﾕｷｺ 岩手県金ケ崎町

阿部　友香 ｱﾍﾞ ﾄﾓｶ

60 4125 菊地　大二郎 菊地家 00:18:18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

61 4028 高橋　公仁子 たんぽぽ保育園 00:18:19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

62 4047 高橋　成典 金ケ崎小学校 00:18:27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

63 4166 角舘　正志 00:18:28ｶｸﾀﾞﾃ ﾏｻｼ 岩手県花巻市

角舘　実咲 ｶｸﾀﾞﾃ ﾐｻ

64 4001 千葉　千佳 00:18:29ﾁﾊﾞ ﾁｶ 岩手県北上市

千葉　柑奈 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ

65 4081 菅野　正和 高田保育所 00:18:31ｶﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ 岩手県陸前高田市

菅野　らん ｶﾝﾉ ﾗﾝ

66 4133 遠藤　麗 00:18:38ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲ 岩手県奥州市

遠藤　莉子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｺ

67 4064 小原　拓弥 00:18:40ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ 岩手県花巻市

小原　聖乃 ｵﾊﾞﾗ ｻﾄﾉ

68 4035 石川　敬 00:18:44ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 岩手県奥州市

石川　陽琉 ｲｼｶﾜ ﾊﾙ

69 4127 村上　奏 00:18:46ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾙ 岩手県奥州市

村上　來飛 ﾑﾗｶﾐ ｸｳﾄ

70 4157 松本　沙織 北上川ダム統合管理事務所 00:18:56ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 岩手県盛岡市

松本　紗英 ﾏﾂﾓﾄ ｻｴ

71 4080 新渡戸　千枝 00:18:57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

72 4100 菅原　晋 00:19:08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

73 4054 菊池　寿春 00:19:11ｷｸﾁ ﾄｼﾊﾙ 岩手県奥州市

菊池　遥翔 ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

74 4188 佐藤　竜一 県南広域振興局 00:19:17ｻﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県盛岡市

佐藤　大暉 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ

75 4146 佐藤　明美 00:19:19ｻﾄｳ ｱｹﾐ 岩手県金ケ崎町

佐藤　十夢 ｻﾄｳ ﾄﾑ
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76 4131 日高　宣之 00:19:22ﾋﾀﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県奥州市

日高　唯 ﾋﾀﾞｶ ﾕｲ

77 4108 古舘　孝広 たいよう保育園 00:19:25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

78 4153 佐々木　徹 00:19:28ｻ ｻｷﾄｵﾙ 岩手県盛岡市

佐々木　由衣 ｻｻｷ ﾕｲ

79 4184 箱崎　栄里 00:19:29ﾊｺｻﾞｷ ｴﾘ 岩手県奥州市

箱崎　岳 ﾊｺｻﾞｷ ｶﾞｸ

80 4155 小西　勝吾 00:19:32ｺﾆｼ ｼｮｳｺﾞ 岩手県大船渡市

小西　由真 ｺﾆｼ ﾕﾏ

81 4104 山本　雄太郎 ＪＡ岩手県中央会＆東北労金 00:19:35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

82 4038 佐藤　正弘 00:19:35ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 岩手県奥州市

佐藤　ひまり ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ

83 4044 千田　貴之 00:19:36ﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 岩手県金ケ崎町

千田　悠真 ﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ

84 4105 成田　和広 00:19:39ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県仙台市

成田　みゆり ﾅﾘﾀ ﾐﾕﾘ

85 4025 小原　秀翔 00:19:42ｵﾊﾞﾗ ｼｭｳﾄ 岩手県金ケ崎町

小原　奏里 ｵﾊﾞﾗ ｶﾅﾘ

86 4030 福田　大介 岩手テコンドークラブ 00:19:54ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県金ケ崎町

小関　幸恵 ｺｾｷ ﾕｷｴ

87 4123 伊藤　直人 00:20:00ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 岩手県北上市

伊藤　湊亮 ｲﾄｳ ｿｳｽｹ

88 4168 佐藤　清 00:20:07ｻﾄｳ ｷﾖｼ 岩手県金ケ崎町

佐藤　舞子 ｻﾄｳ ﾏｲｺ

89 4093 伊藤　陽 00:20:11ｲﾄｳ ﾖｳ 岩手県金ケ崎町

伊藤　璃音 ｲﾄｳ ﾘｵ

90 4117 瀧澤　洋 愛勝会 00:20:13ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 岩手県一関市

瀧澤　昂 ﾀｷｻﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ

91 4144 高橋　真由美 山目小学校 00:20:16ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ 岩手県一関市

高橋　夏芽 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾒ

92 4003 生形　実 00:20:25ｵｲｶﾀ ﾐﾉﾙ 岩手県金ケ崎町

生形　優珠妃 ｵｲｶﾀ ﾕｽﾞｷ

93 4088 小松田　佑介 ｄｏＭ 00:20:27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

94 4050 樋口　孝子 00:20:33ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｺ 岩手県奥州市

樋口　心菜 ﾋｸﾞﾁ ｺｺﾅ

95 4024 菊池　毅 00:20:34ｷｸﾁ ﾂﾖｼ 岩手県金ケ崎町

菊池　悠志 ｷｸﾁ ﾕｳｼ

96 4180 小泉　進 岩手テコンドークラブ 00:20:35ｺｲｽﾞﾐ ｽｽﾑ 岩手県盛岡市

小泉　円夏 ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾄﾞｶ

97 4176 松本　和浩 00:20:37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

98 4011 工藤　芳子 00:20:46ｸﾄﾞｳ ﾖｼｺ 岩手県北上市

佐藤　凛 ｻﾄｳ ﾘﾝ

99 4096 岩沢　彰吾 00:20:52ｲﾜｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 岩手県盛岡市

岩沢　蓮翔 ｲﾜｻﾜ ﾚﾝﾄ

100 4061 三浦　考樹 ちどりＲＣ 00:20:52ﾐｳﾗ ｺｳｷ 秋田県男鹿市

三浦　浩子 ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ
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101 4197 江釣子　卓磨 00:20:55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

102 4191 遠藤　美由紀 江刺調剤薬局 00:20:59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

103 4083 潮田　真理 00:21:05ｳｼｵﾀﾞ ﾏﾘ 岩手県一関市

潮田　花奈 ｳｼｵﾀﾞ ｶﾅ

104 4012 菊地　美江子 前沢保育所あおぞら園ポッポＭＦ 00:21:07ｷｸﾁ ﾐｴｺ 岩手県奥州市

菊地　陽翔 ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ

105 4115 前原　紀敏 城北小学校 00:21:09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

106 4084 太田　裕二 リスペクト仙台 00:21:11ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 宮城県仙台市

太田　光代 ｵｵﾀ ﾐﾂﾖ

107 4194 大橋　操 00:21:12ｵｵﾊｼ ﾐｻｵ 岩手県盛岡市

大橋　可怜 ｵｵﾊｼ ｶﾚﾝ

108 4002 平賀　弘恵 00:21:12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

109 4036 大坂　妙子 00:21:17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

110 4058 佐藤　綾 00:21:19ｻﾄｳ ｱﾔ 岩手県奥州市

佐藤　志音 ｻﾄｳ ｼｵﾝ

111 4095 及川　裕司 00:21:22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

112 4172 吉田　裕志 00:21:27ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 岩手県花巻市

高橋　妃那 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ

113 4017 佐藤　智 00:21:28ｻﾄｳ ｻﾄｼ 岩手県奥州市

佐藤　真由美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ

114 4135 樋口　寿枝 00:21:38ﾋｸﾞﾁ ﾄｼｴ 岩手県北上市

樋口　湊士 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ

115 4150 菅原　慎一 合同会社千田修設計企画 00:21:40ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ 岩手県金ケ崎町

菅原　昊士 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｼ

116 4193 小原　勝也 00:21:41ｵﾊﾞﾗ ｶﾂﾔ 岩手県金ケ崎町

小原　碧 ｵﾊﾞﾗ ｱｵｲ

117 4192 鈴木　美咲 00:21:43ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 岩手県花巻市

鈴木　優元 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ

118 4040 高橋　慶 00:21:48ﾀｶﾊｼ ｹｲ 岩手県金ケ崎町

高橋　佑 ﾀｶﾊｼ ﾀｽｸ

119 4079 小野寺　千重 ヨコミチスポーツ 00:21:49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

120 4073 中家　光浩 00:21:49ﾅｶﾔ ﾐﾂﾋﾛ 岩手県金ケ崎町

中家　稜介 ﾅｶﾔ ﾘｮｳｽｹ

121 4109 赤坂　幸史 00:21:51ｱｶｻｶ ｺｳｼ 宮城県仙台市

赤坂　侑耶 ｱｶｻｶ ﾕｳﾔ

122 4077 小原　隆雅 00:21:52ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾏｻ 岩手県北上市

小原　大空 ｵﾊﾞﾗ ｿﾗ

123 4032 千葉　拓也 00:21:57ﾁﾊﾞ ﾀｸﾔ 岩手県金ケ崎町

千葉　悠翔 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ

124 4046 小野寺　香織 00:21:59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

125 4094 鈴木　弘二 あさひなサブ４ 00:22:04ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 宮城県大和町

鈴木　真理子 ｽｽﾞｷ ﾏﾘｺ
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126 4016 鈴木　勝則 前沢小学校 00:22:05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

127 4141 今松　勝美 金ケ崎保育園 00:22:10ｲﾏﾏﾂ ｶﾂﾐ 岩手県金ケ崎町

今松　愛奈 ｲﾏﾏﾂ ﾏﾅ

128 4116 瀧澤　志保 愛勝会 00:22:21ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾎ 岩手県一関市

瀧澤　悠 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

129 4089 小松田　有佳 ｄｏＭ 00:22:34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

130 4189 千田　崇 00:22:37ﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 岩手県金ケ崎町

千田　野乃夏 ﾁﾀﾞ ﾉﾉｶ

131 4075 高橋　早苗 00:22:42ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 岩手県金ケ崎町

高橋　優芽 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ

132 4087 高橋　優介 00:22:53ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 岩手県北上市

高橋　龍生 ﾀｶﾊｼ ﾘﾕｳｾｲ

133 4145 伊藤　晶子 岩手テコンドークラブ 00:22:55ｲﾄｳ ｱｷｺ 岩手県普代村

伊藤　駿成 ｲﾄｳ ﾄｼﾅﾘ

134 4037 髙橋　優禎 00:22:59ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 岩手県金ケ崎町

髙橋　奏惠 ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾒ

135 4110 八重畑　佳子 00:23:10ﾔｴﾊﾀ ﾖｼｺ 岩手県盛岡市

八重畑　七海 ﾔｴﾊﾀ ﾅﾅﾐ

136 4034 小原　拓也 00:23:11ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ 岩手県金ケ崎町

小原　瑠眞 ｵﾊﾞﾗ ﾙﾏ

137 4018 藤本　雄一 00:23:15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

138 4039 高橋　幸枝 00:23:19ﾀｶﾊｼ ｻﾁｴ 岩手県金ケ崎町

高橋　花奈 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

139 4004 田中　仁 00:23:23ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岩手県盛岡市

田中　シゲ ﾀﾅｶ ｼｹﾞ

140 4068 及川　尭允 一ツ屋ファミリー 00:23:28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

141 4149 遠田　亜紀 00:23:59ｴﾝﾀ ｱｷ 岩手県金ケ崎町

遠田　紗月 ｴﾝﾀ ｻﾂｷ

142 4042 千葉　節子 00:24:07ﾁﾊﾞ ｾﾂｺ 岩手県平泉町

千葉　史子 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｺ

143 4059 松本　早希子 ちーむｆｓｎ 00:24:51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

144 4160 中机　純子 00:24:52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

145 4085 鈴木　好 00:25:04ｽｽﾞｷ ｺﾉﾐ 岩手県平泉町

鈴木　佐奈 ｽｽﾞｷ ｻﾅ

146 4164 小野寺　敬 一関市立山目小学校 00:25:11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

147 4071 村上　堅一 00:25:19ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｲﾁ 岩手県金ケ崎町

浅野　龍馬 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾏ

148 4179 白戸　志乃 00:25:24ｼﾛﾄ ｼﾉ 岩手県盛岡市

白戸　柊 ｼﾛﾄ ｼｭｳ

149 4129 佐藤　卓也 00:25:33ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 岩手県一関市

佐藤　凪沙 ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ

150 4162 榊　久典 エンジェルぼいす 00:25:52ｻｶｷ ﾋｻﾉﾘ 岩手県金ケ崎町

榊　天音 ｻｶｷ ｱﾏﾈ
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151 4161 榊　文仁 エンジェルぼいす 00:25:52ｻｶｷ ｱﾔﾋﾄ 岩手県金ケ崎町

榊　奏音 ｻｶｷ ｶﾅﾃﾞ

152 4069 大橋　玄昌 00:26:04ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾏｻ 岩手県盛岡市

大橋　依怜 ｵｵﾊｼ ｴﾚﾝ

153 4158 菊池　尚樹 00:26:06ｷｸﾁ ﾅｵｷ 岩手県奥州市

菊池　心結 ｷｸﾁ ﾐﾕｳ

154 4138 小山　洋行 愛勝会 00:26:08ｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 岩手県一関市

小山　絢子 ｵﾔﾏ ｱﾔｺ

155 4186 相澤　英明 岩手銀行 00:26:17ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 岩手県盛岡市

相澤　享果 ｱｲｻﾞﾜ ｷｮｳｶ

156 4099 千田　栄幸 奥州きらめきＲＣ 00:26:30ﾁﾀﾞ ｴｲｺｳ 岩手県奥州市

千田　笑鈴 ﾁﾀﾞ ｴﾐﾘ

157 4043 千葉　勝也 水沢南小学校 00:26:45ﾁﾊﾞ ｶﾂﾔ 岩手県奥州市

千葉　有希 ﾁﾊﾞ ﾄﾓｷ

158 4026 佐々木　雅子 岩手テコンドークラブ 00:26:47ｻｻｷ ﾏｻｺ 岩手県紫波町

佐々木　耀之 ｻｻｷ ﾋｶﾙ

159 4066 今村　いずみ 00:27:02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

160 4076 工藤　隆行 00:28:04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

161 4132 佐藤　啓 00:28:23ｻﾄｳ ｱｷﾗ 岩手県奥州市

佐藤　快 ｻﾄｳ ｶｲ

162 4119 東海林　豊 チームＳＨＯＪＩ 00:29:08ｼｮｳｼﾞ ﾕﾀｶ 岩手県奥州市

東海林　元気 ｼｮｳｼﾞ ｹﾞﾝｷ

163 4065 小山田　幸恵 00:29:17ｵﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｴ 岩手県盛岡市

小山田　俊介 ｵﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

164 4187 小山田　岳史 00:29:53ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 岩手県盛岡市

小山田　梨香 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ

165 4013 菊地　隆文 前沢保育所あおぞら園ポッポＭＦ 00:30:12ｷｸﾁ ﾀｶﾌﾐ 岩手県奥州市

菊地　麗禾 ｷｸﾁ ﾚｲｶ

166 4019 酒井　幸子 00:30:27ｻｶｲ ｻﾁｺ 岩手県一関市

酒井　晴希 ｻｶｲ ﾊﾙｷ

167 4137 小山　景子 愛勝会 00:30:33ｵﾔﾏ ｹｲｺ 岩手県一関市

小山　敦久 ｵﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋｻ

168 4049 高橋　龍一 南方幼稚園 00:30:40ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県金ケ崎町

高橋　凪音 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞﾄ

169 4092 佐藤　茂利 駒保わくわく組 00:31:16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

170 4048 高橋　章菜 南方幼稚園 00:31:29ﾀｶﾊｼ ｱｷﾅ 岩手県金ケ崎町

高橋　咲音 ﾀｶﾊｼ ｻｷﾄ

171 4056 黒沢　孝光 00:31:31ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾐﾂ 岩手県金ケ崎町

黒沢　琴音 ｸﾛｻﾜ ｺﾄﾈ

172 4010 大平　アーリン 00:31:58ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱｰﾘﾝ 岩手県奥州市

大平　彩綺 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｻｷ

173 4022 村上　瞳 00:32:41ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄﾐ 岩手県奥州市

村上　菜那花 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅｶ

174 4163 小野寺　貴子 一関幼稚園 00:32:45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

175 4015 髙橋　美幸 00:32:55ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 岩手県奥州市

髙橋　咲良 ﾀｶﾊｼ ｻﾗ

print:2018/06/03 12:34:51 7/8 ページTimed by　アイサム



第36回金ケ崎マラソン 2018/06/03

順位 氏名 所属クラブ 記録ナンバ－

3km家族ペア3km家族ペア3km家族ペア3km家族ペア

カナ 都市名

大会記録： 00:10:23

176 4051 樋口　理 00:32:58ﾋｸﾞﾁ ｵｻﾑ 岩手県奥州市

樋口　心結 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾕ

177 4181 小泉　雅代 岩手テコンドークラブ 00:33:53ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾖ 岩手県盛岡市

小泉　瑛心 ｺｲｽﾞﾐ ｴｲｼﾝ

178 4020 千葉　千尋 継続は力なり☆ 00:33:54ﾁﾊﾞ ﾁﾋﾛ 岩手県金ケ崎町

千葉　育 ﾁﾊﾞ ｲｸﾄ

179 4007 菅原　浩二 00:34:02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

180 4151 菅原　真実 加藤内科胃腸科医院 00:34:17ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾐ 岩手県金ケ崎町

菅原　快士 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｼ

181 4185 重良　雅美 00:34:35ｼﾞｭｳﾛｳ ﾏｻﾐ 岩手県一関市

重良　和奏 ｼﾞｭｳﾛｳ ﾜｶﾅ

182 4130 古舘　功平 00:35:26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

183 4021 村上　伸哉 00:35:51ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 岩手県奥州市

村上　穂乃花 ﾑﾗｶﾐ ﾎﾉｶ

184 4067 小川原　ひでき さくら６９３ 00:36:21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

185 4055 蟻田　好孝 00:37:23ｱﾘﾀ ﾖｼﾀｶ 岩手県金ケ崎町

蟻田　朱来 ｱﾘﾀ ｼｭﾗ

186 4045 高橋　秀信 花巻ＡＣ 00:37:45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

187 4091 金澤　香織 00:38:00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

188 4174 吉光　郁恵 00:38:06ﾖｼﾐﾂ ｲｸｴ 岩手県奥州市

吉光　翼 ﾖｼﾐﾂ ﾂﾊﾞｻ

189 4070 奥寺　悠子 00:38:11ｵｸﾃﾞﾗ ﾕｳｺ 岩手県盛岡市

大橋　凛々 ｵｵﾊｼ ﾘﾘ

190 4102 佐藤　竜介 フリーデン 00:39:27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
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