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鳥海　高夫3929 一戸南小学校  0:13:23ﾁﾖｳｶｲ ﾀｶｵ1 真尋

山田　悟　3927 猪川小学校  0:13:27ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ2 大輔

野月平　淳　3925 矢巾東小学校  0:13:27ﾉﾂｷﾀｲﾗ ｼﾞﾕﾝ3 統士

佐々木　龍馬3914 有住小学校  0:13:31ｻｻｷ ﾘﾕｳﾏ4 琉維

千葉　恭平3928 綾里小学校  0:13:49ﾁﾊﾞ ｷﾖｳﾍｲ5 拓斗

水野　政史3939  0:14:17ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ6 佳世

菊池　聡　3924 江釣子小学校  0:14:28ｷｸﾁ ｻﾄｼ7 瑞希

中野　義明3917  0:14:33ﾅｶﾉ ﾖｼｱｷ8 颯人

伊藤　雅美3951  0:14:40ｲﾄｳ ﾏｻﾐ9 公佑

蕨野　充徳3935 立根小学校  0:15:14ﾜﾗﾋﾞﾉ ﾐﾂﾔｽ10 孔思

山浦　玄悟3953  0:15:19ﾔﾏｳﾗ ｹﾞﾝｺﾞ11 将悟

長山　隆寛3902  0:15:20ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ12 実央

岡本　政仁3941 大船渡北小学校  0:15:26ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ13 範音

渡辺　幸也3943 大船渡北小学校  0:15:42ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾔ14 華乃

佐々木　喜之3923  0:15:46ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ15 緑登

船野　千弥子3906  0:15:50ﾌﾅﾉ ﾁﾔｺ16 大地

千葉　ふみ3919  0:15:59ﾁﾊﾞ ﾌﾐ17 埜

戸刺　清美3903 高田小学校  0:16:01ﾄｻｼ ｷﾖﾐ18 琉那

角田　陽介　3937 盛小学校  0:16:05ﾂﾉﾀﾞ ﾖｳｽｹ19 龍之助

平田　正恵3908 小佐野小学校  0:16:06ﾋﾗﾀ ﾏｻｴ20 愛夏

近江　賢　3901 日頃市小学校  0:16:07ｵｵﾐ ｹﾝ21 惺哉

今野　秀一　3944  0:16:12ｺﾝﾉ ｼﾕｳｲﾁ22 秀太朗

岩脇　幸平3940  0:16:34ｲﾜﾜｷ ｺｳﾍｲ23 仁

村上　光太郎3926 黒沢尻北小学校  0:16:44ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ24 航志郎

村上　純一　3905 猪川小学校  0:16:52ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾕﾝｲﾁ25 滉太朗

吉田　安佐3930 盛小学校  0:17:36ﾖｼﾀﾞ ｱｻ26 蓮武

伊藤　章尋3950  0:18:05ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ27 綺香

神津　純一3959  0:18:06ｺｳﾂﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ28 心

坂本　琢磨3933 越喜来小学校  0:18:11ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾏ29 美陽

大津　寛　3932 日頃市小学校  0:18:13ｵｵﾂ ﾋﾛｼ30 羽琉

高橋　国博　3949 平泉ウルトラマンクラブ  0:18:23ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾋﾛ31 幸太郎

三浦　進　　3948 一関市立清田小学校  0:18:29ﾐｳﾗ ｽｽﾑ32 古都音

大石　昌仙3947 静岡県島田市立六合小学校  0:18:33ｵｵｲｼ ﾏｻﾉﾘ33 真矢

木戸脇　直3911  0:18:35ｷﾄﾞﾜｷ ｽﾅｵ34 啓

小田島　和圭子3954 飯豊小学校  0:18:50ｵﾀﾞｼﾏ ﾜｶｺ35 慶汰

青山　豊正3913 岩手沿岸南部広域環境組合  0:19:16ｱｵﾔﾏ ﾄﾖﾏｻ36 凌大

鈴木　早矢香3912 広田小学校  0:19:23ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ37 誉人

村上　浩樹3910  0:19:25ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ38 佳恋

池田　裕太郎3945  0:19:31ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ39 真之

吉澤　周子3956 緑が丘小学校  0:19:41ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｶｺ40 龍希

大尻　淑子3931 吉浜小学校  0:19:54ｵｵｼﾞﾘ ｼﾕｸｺ41 海翔

千葉　寛子　3934 立根小学校  0:19:55ﾁﾊﾞ ﾋﾛｺ42 凜々子

今野　早苗3909 立根小学校  0:20:35ｺﾝﾉ ｻﾅｴ43 円

加藤　鉄男3907  0:21:02ｶﾄｳ ﾃﾂｵ44 舞子

千葉　将樹3904 猪川小学校  0:21:10ﾁﾊﾞ ﾏｻｷ45 成実

道又　聡3918 チーム・ミチマタ  0:22:16ﾐﾁﾏﾀ ｻﾄｼ46 縁

畑野　力男3938  0:22:23ﾊﾀﾉ ﾘｷｵ47 寧音

大坂　和信3946  0:22:41ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ48 樹

菅原　由美子3915 末崎小学校  0:22:42ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾐｺ49 大寛

齊藤　俊満3942 大船渡北小学校  0:23:19ｻｲﾄｳ ﾄｼﾐﾂ50 心愛
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池田　加代　3957  0:24:42ｲｹﾀﾞ ｶﾖ51 ゆうか

佐藤　賢3936  0:25:03ｻﾄｳ ｹﾝ52 凜

佐々木　祐子3916  0:27:01ｻｻｷ ﾕｳｺ53 恭夏

金野　瞳　3920 猪川小学校 D.Fｷﾝﾉ ﾋﾄﾐ  亜子

室　由一3921 綾里小学校 D.Fﾑﾛ ﾖｼｶｽﾞ  竣也

金野　敬之3922 猪川小学校 D.Fｷﾝﾉ ﾀｶﾕｷ  紗弓

赤瀬　光雄3952 羽田走友会 D.Fｱｶｾ ﾐﾂｵ  大地

畠山　秀樹3955 D.Fﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ  大輝

岩舘　寿直3958 D.Fｲﾜﾀﾞﾃ ﾄｼﾅｵ  奏佑
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