
順位 № 記　　録

 ３ｋｍファミリー１～３年生

所属ｸﾗﾌﾞ市区町村県名

第27回 大船渡ポートサイドマラソン大会  (種目別） 2015年7月26日00:11:02大会記録：

氏名 ペア氏名

1 3847  0:12:02勝山　裕之 木林クラブ岩手県花巻市勝山　恵太
ｶﾂﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ｶﾂﾔﾏ ｹｲﾀ

2 3829  0:12:36新沼　茂法 日頃市小学校岩手県大船渡市新沼　櫂我
ﾆｲﾇﾏ ｼｹﾞﾉﾘ ﾆｲﾇﾏ ﾄｳｶﾞ

3 3848  0:12:51根市　昇 磯鶏小学校岩手県宮古市根市　奈々
ﾈｲﾁ ﾉﾎﾞﾙ ﾈｲﾁ ﾅﾅ

4 3855  0:12:57浜川　洋平 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

5 3820  0:13:43山崎　雅己 猪川小学校岩手県大船渡市山崎　紘志
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼ

6 3819  0:14:00菅原　覚 胆沢第一小学校岩手県奥州市菅原　陽斗
ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ

7 3814  0:14:14小田島　浩樹 飯豊小学校岩手県北上市小田島　慶汰
ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｷ ｵﾀﾞｼﾏ ｹｲﾀ

8 3808  0:14:19金野　敬之 猪川小学校岩手県大船渡市金野　紗弓
ｷﾝﾉ ﾀｶﾕｷ ｷﾝﾉ ｻﾕﾐ

9 3815  0:14:26佐藤　広一 立根小学校岩手県大船渡市佐藤　一希
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ

10 3828  0:14:43岡本　政仁 大船渡北小学校岩手県大船渡市岡本　範音
ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ ｵｶﾓﾄ ﾊﾉﾝ

11 3836  0:14:48鈴木　敬太 岩手県金ケ崎町鈴木　陸
ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｽｽﾞｷ ﾘｸ

12 3834  0:15:06新沼　雄基 盛小学校岩手県大船渡市新沼　琉真
ﾆｲﾇﾏ ﾕｳｷ ﾆｲﾇﾏ ﾘｭｳﾏ

13 3832  0:15:14戸刺　清美 高田小学校岩手県陸前高田市戸刺　煌一郎
ﾄｻｼ ｷﾖﾐ ﾄｻｼ ｺｳｲﾁﾛｳ

14 3849  0:15:45水野　政史 岩手県盛岡市水野　敦彦
ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ ﾐｽﾞﾉ ｱﾂﾋｺ

15 3835  0:15:55今野　智亮 盛小学校岩手県大船渡市今野　陽菜
ｺﾝﾉ ﾄﾓｱｷ ｺﾝﾉ ﾋﾅ

16 3811  0:16:05髙橋　隆敏 永岡小学校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

17 3816  0:16:06野坂　弥佳子 岩手県北上市野坂　蒼良
ﾉｻｶ ﾐｶｺ ﾉｻｶ ｿﾗ

18 3817  0:16:16及川　茜 越喜来小学校岩手県大船渡市及川　夢萌
ｵｲｶﾜ ｱｶﾈ ｵｲｶﾜ ﾕﾒ

19 3824  0:16:20角田　陽介 盛小学校岩手県大船渡市角田　龍之助
ﾂﾉﾀﾞ ﾖｳｽｹ ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

20 3833  0:16:22関　竜也 岩手県大船渡市関　蒼太
ｾｷ ﾀﾂﾔ ｾｷ ｿｳﾀ

21 3851  0:16:24池田　裕太郎 岩手県一関市池田　真之
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ｲｹﾀﾞ ｻﾈﾕｷ

22 3840  0:16:25山田　悟 岩手県大船渡市山田　大輔
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

23 3806  0:16:35金野　行徹 米崎小学校岩手県陸前高田市金野　悠仁
ｺﾝﾉ ﾕｷﾐﾁ ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾝ

24 3813  0:16:36上部　宏美 岩手県大船渡市上部　歩穂
ｳﾜﾍﾞ ﾋﾛﾐ ｳﾜﾍﾞ ﾎﾎ

25 3805  0:16:49細川　功 末崎小学校岩手県大船渡市細川　麗斗
ﾎｿｶﾜ ｲｻｵ ﾎｿｶﾜ ﾚｲﾄ
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26 3823  0:17:19佐々木　慎太郎 赤崎小学校岩手県大船渡市佐々木　陸斗
ｻｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ ｻｻｷ ﾘｸﾄ

27 3842  0:17:30木戸脇　直 岩手県大船渡市木戸脇　啓
ｷﾄﾞﾜｷ ｽﾅｵ ｷﾄﾞﾜｷ ｹｲ

28 3830  0:17:48村上　有紀 猪川小学校岩手県大船渡市村上　滉太朗
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷ ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ

29 3827  0:17:50吉田　英樹 大船渡北小学校岩手県大船渡市吉田　尚樹
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ

30 3803  0:17:55鈴木　早矢香 広田小学校岩手県陸前高田市鈴木　誉人
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ

31 3810  0:18:23大尻　淑子 岩手県大船渡市大尻　海翔
ｵｵｼﾞﾘ ｼｭｸｺ ｵｵｼﾞﾘ ｶｲﾄ

32 3844  0:18:42狩原　幸典 岩手県一関市狩原　ほなみ
ｶﾘﾊﾗ ﾕｷﾉﾘ ｶﾘﾊﾗ ﾎﾅﾐ

33 3802  0:18:52村上　浩樹 大船渡北小学校岩手県大船渡市村上　佳恋
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ ﾑﾗｶﾐ ｶﾚﾝ

34 3839  0:19:01藤本　和弘 岩手県北上市野坂　凛
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ﾉｻｶ ﾘﾝ

35 3826  0:19:01漉磯　東 磯鶏小学校岩手県宮古市漉磯　快
ｽｸｲｿ ｱｽﾞﾏ ｽｸｲｿ ｶｲ

36 3850  0:19:19吉澤　学 岩手県盛岡市吉澤　龍希
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｭｳｷ

37 3843  0:19:27馬場　由香 岩手県遠野市馬場　陽紀
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｶ ﾊﾞﾊﾞ ﾊﾙｷ

38 3809  0:19:28森　淑子 大船渡北小学校岩手県大船渡市森　悠斗
ﾓﾘ ﾖｼｺ ﾓﾘ ﾕｳﾄ

39 3837  0:20:43石橋　巌泰 岩手県盛岡市石橋　劉龍
ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾋﾛ ｲｼﾊﾞｼ ﾘｭｳﾄ

40 3822  0:20:43太田　友美 遠野ｴｱﾛﾋﾞｻｰｸﾙ岩手県遠野市太田　叶望
ｵｵﾀ ﾄﾓﾐ ｵｵﾀ ｶﾅﾐ

41 3812  0:20:50千葉　富士子 綾里小学校岩手県大船渡市千葉　逢里
ﾁﾊﾞ ﾌｼﾞｺ ﾁﾊﾞ ｱｲﾘ

42 3818  0:21:17高橋　美華 岩手県大船渡市高橋　海翔
ﾀｶﾊｼ ﾐｶ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

43 3801  0:21:46大坂　和信 陸前高田市役所岩手県陸前高田市大坂　樹
ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ ｵｵｻｶ ｲﾂｷ

44 3838  0:22:10滝田　裕美 末崎小学校岩手県大船渡市滝田　琉衣
ﾀｷﾀ ﾕﾐ ﾀｷﾀ ﾙｲ

45 3852  0:23:01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

46 3825  0:23:39小野　なつみ 岩手県大船渡市小野　愛斗
ｵﾉ ﾅﾂﾐ ｵﾉ ｱｲﾄ

47 3831  0:24:38伊藤　弥生 日頃市小学校岩手県大船渡市伊藤　葉月
ｲﾄｳ ﾔﾖｲ ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ

48 3853  0:32:33道又　聡 チーム・ミチマタ岩手県奥州市道又　縁
ﾐﾁﾏﾀ ｻﾄｼ ﾐﾁﾏﾀ ｴﾝ
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