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1 3826  0:12:33佐藤　純平 小佐野小学校岩手県 釜石市佐藤　謙眞
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ

2 3811  0:12:42小野寺　亘 サンビレＲＣ岩手県 一戸町小野寺　悠
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾜﾀﾙ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ

3 3851  0:12:55古舘　孝広 金ケ崎町立第一小岩手県 金ケ崎町古舘　諒成
ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ

4 3849  0:12:57欠端　和恵 サンビレッチクラブ岩手県 二戸市欠端　陽向
ｶｹﾊﾀ ｶｽﾞｴ ｶｹﾊﾀ ﾋﾅﾀ

5 3803  0:13:19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 3852  0:13:22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

7 3809  0:13:39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

8 3819  0:13:52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

9 3815  0:13:56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

10 3856  0:14:06夏井　大介 サンビレＲＣ岩手県 一戸町夏井　日菜子
ﾅﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾅﾂｲ ﾋﾅｺ

11 3848  0:14:17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

12 3862  0:14:39新沼　亮子 岩手県 大船渡市新沼　悠人
ﾆｲﾇﾏ ﾘｮｳｺ ﾆｲﾇﾏ ﾊﾙﾄ

13 3827  0:14:45笹野　隼人 日頃市小学校岩手県 大船渡市笹野　瑠星
ｻｻﾉ ﾊﾔﾄ ｻｻﾉ ﾘｭｳｾｲ

14 3830  0:14:59仁昌寺　聡 岩手県 大船渡市仁昌寺　崇
ﾆｼｮｳｼﾞ ｻﾄｼ ﾆｼｮｳｼﾞ ﾀｶｼ

15 3835  0:15:42金野　裕也 猪川小学校岩手県 大船渡市金野　碧
ｷﾝﾉ ﾕｳﾔ ｷﾝﾉ ｱｵｲ

16 3858  0:15:47西尾　郁美 東京都 目黒区西尾　絆那
ﾆｼｵ ｲｸﾐ ﾆｼｵ ﾊﾝﾅ

17 3810  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

18 3805  0:16:09細川　功 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

19 3837  0:16:16新沼　茂法 岩手県 大船渡市新沼　櫂里
ﾆｲﾇﾏ ｼｹﾞﾉﾘ ﾆｲﾇﾏ ｶｲﾘ

20 3812  0:16:16飯田　浩之 大船渡北小学校岩手県 大船渡市飯田　凌成
ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ

21 3833  0:16:22後藤　幸弘 岩手県 大船渡市後藤　颯汰
ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾋﾛ ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ

22 3814  0:16:22山浦　玄悟 岩手県 大船渡市山浦　大悟
ﾔﾏｳﾗ ｹﾞﾝｺﾞ ﾔﾏｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ

23 3865  0:16:33小崎　真知子 岩手県 一関市小崎　真由
ｵｻﾞｷ ﾏﾁｺ ｵｻﾞｷ ﾏﾕ

24 3860  0:16:33岩田　功二 岩手県 大船渡市岩田　瑛人
ｲﾜﾀ ｺｳｼﾞ ｲﾜﾀ ｱｷﾄ

25 3844  0:16:34佐藤　朋亨 時習館岩手県 大船渡市佐藤　朱吏
ｻﾄｳ ﾄﾓﾐﾂ ｻﾄｳ ｼｭﾘ
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26 3855  0:16:37吉澤　学 緑ガッツ岩手県 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

27 3824  0:17:29長山　一夫 岩手県 宮古市長山　航太
ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞｵ ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳﾀ

28 3846  0:17:46久慈　美佳 チームわくわく岩手県 盛岡市久慈　麻里夢
ｸｼﾞ ﾐｶ ｸｼﾞ ﾏﾘﾝ

29 3801  0:17:56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

30 3821  0:18:01樋渡　俊樹 岩手県 花巻市樋渡　柚月
ﾋﾜﾀﾘ ﾄｼｷ ﾋﾜﾀﾘ ﾕｽﾞｷ

31 3842  0:18:12藤村　尚志 緑ガッツ岩手県 盛岡市藤村　利希人
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｼ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｷﾄ

32 3802  0:18:22今野　由起子 盛小学校岩手県 大船渡市今野　凜
ｺﾝﾉ ﾕｷｺ ｺﾝﾉ ﾘﾝ

33 3834  0:18:37舘下　真由美 岩手県 大船渡市舘下　蓮司
ﾀﾃｼﾀ ﾏﾕﾐ ﾀﾃｼﾀ ﾚﾝｼﾞ

34 3850  0:18:40加藤　慶司 上田小学校岩手県 盛岡市加藤　今
ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ ｶﾄｳ ｲﾏ

35 3857  0:18:41大宮　忠仁 岩手県 盛岡市大宮　璃子
ｵｵﾐﾔ ﾀﾀﾞﾋﾄ ｵｵﾐﾔ ﾘｺ

36 3820  0:18:42阿部　真奈美 岩手県 遠野市阿部　雅也
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ ｱﾍﾞ ﾏｻﾔ

37 3859  0:18:43佐藤　卓也 岩手県 一関市佐藤　美来
ｻﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾄｳ ﾐﾗｲ

38 3806  0:18:52川端　美智 ヒロａｎｄミチ岩手県 大船渡市川端　寛人
ｶﾜﾊﾟﾀ ﾐﾁ ｶﾜﾊﾟﾀ ﾋﾛﾄ

39 3825  0:18:56千葉　吏恵 岩手県 金ケ崎町千葉　和泉
ﾁﾊﾞ ﾘｴ ﾁﾊﾞ ｲｽﾞﾐ

40 3817  0:18:58吉田　英樹 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

41 3861  0:19:01鈴木　学 岩手県 北上市鈴木　紗来
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ ｽｽﾞｷ ｻﾗ

42 3832  0:19:04金野　裕司 岩手県 大船渡市金野　航
ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞ ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ

43 3864  0:19:06小野寺　沙弥香 大船渡小学校岩手県 大船渡市小野寺　奏
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾔｶ ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾅﾃﾞ

44 3840  0:19:13木野　夕美香 まるるんぱ岩手県 北上市木野　まるる
ｷﾉ ﾕﾐｶ ｷﾉ ﾏﾙﾙ

45 3866  0:19:18千田　剛士 猿沢小学校岩手県 一関市千田　紗瑛
ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ ﾁﾀﾞ ｻｴ

46 3853  0:19:20赤石　亜由子 東京都 清瀬市赤石　一輝
ｱｶｲｼ ｱﾕｺ ｱｶｲｼ ｲｯｷ

47 3838  0:19:24木戸脇　直 猪川小学校岩手県 大船渡市木戸脇　康
ｷﾄﾞﾜｷ ｽﾅｵ ｷﾄﾞﾜｷ ｺｳ

48 3867  0:19:35野坂　弥佳子 岩手県 北上市野坂　凛
ﾉｻｶ ﾐｶｺ ﾉｻｶ ﾘﾝ

49 3836  0:19:36小野　雄治 岩手県 大船渡市小野　ひらり
ｵﾉ ｵﾉ ﾋﾗﾘ

50 3854  0:19:40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

Print : 2016/08/07 11:55:47 2 / 3 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録所属ｸﾗﾌﾞ名市区町村県名氏名 ペア氏名

第71回国民体育大会デモンストレーションスポーツマラソン競技
2016年8月7日

 22／３ｋｍ ファミリー 小学１～３年

51 3807  0:19:58伊藤　健太 岩手県 大船渡市伊藤　葉月
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ

52 3822  0:20:31千葉　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

53 3808  0:20:41高橋　亜希子 岩手県 大船渡市高橋　まのあ
ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ ﾀｶﾊｼ ﾏﾉｱ

54 3831  0:20:49鈴木　美穂 岩手県 大船渡市鈴木　蘭
ｽｽﾞｷ ﾐﾎ ｽｽﾞｷ ﾗﾝ

55 3839  0:20:51荻野　渉 岩手県 大船渡市荻野　桃妃
ｵｷﾞﾉ ﾜﾀﾙ ｵｷﾞﾉ ﾓﾓﾊ

56 3845  0:21:00及川　武宏 盛小学校岩手県 大船渡市及川　夏実
ｵｲｶﾜ ﾀｹﾋﾛ ｵｲｶﾜ ﾅﾂﾐ

57 3829  0:21:11大萱生　瞳 遠野小学校岩手県 遠野市大萱生　糸穏
ｵｵｶﾞﾕ ﾋﾄﾐ ｵｵｶﾞﾕ ｼｵﾝ

58 3816  0:21:29吉田　和子 岩手県 大船渡市吉田　心美
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｺ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ

59 3823  0:21:45瀬川　一浩 岩手県 遠野市瀬川　陽生
ｾｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ ｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ

60 3847  0:21:56勝文子　重光 岩手県 奥州市中沢　明希
ｼｮｳﾌﾞﾝｺ ｼｹﾞﾐﾂ ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷ

61 3818  0:22:39近江　勝 岩手県 大船渡市近江　由楽
ｵｵﾐ ﾏｻﾙ ｵｵﾐ ﾕﾗ

62 3828  0:23:05菅野　正和 岩手県 陸前高田市菅野　りれい
ｶﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ ｶﾝﾉ ﾘﾚｲ

63 3813  0:23:09森　淑子 岩手県 大船渡市森　悠斗
ﾓﾘ ﾖｼｺ ﾓﾘ ﾕｳﾄ

64 3841  0:23:24晴山　祐子 江釣子小学校岩手県 北上市晴山　巧望
ﾊﾚﾔﾏ ﾕｳｺ ﾊﾚﾔﾏ ﾀｸﾐ
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