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 20／３ｋｍ 小学生男子 ４～６年生
市区町村県名

3641 浜川　舜斗 ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝﾄ  0:10:47リクブ遠野1 岩手県 遠野市

3632 欠端　陽翔 ｶｹﾊﾀ ﾊﾙﾄ  0:10:48サンビレッチクラブ2 岩手県 二戸市
3646 和泉　陽大 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ  0:11:01東松園小学校3 岩手県 盛岡市
3643 花井　統 ﾊﾅｲ ﾂｶｻ  0:11:13盛岡市立中野小4 岩手県 盛岡市
3640 三浦　翼 ﾐｳﾗ ﾂﾊﾞｻ  0:11:165 岩手県 花巻市
3626 船野　大地 ﾌﾅﾉ ﾀﾞｲﾁ  0:11:24日頃市小学校6 岩手県 大船渡市

3635 高橋　心太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ  0:11:45雫石小学校7 岩手県 雫石町
3630 阿部　青希 ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ  0:11:46若柳小学校8 岩手県 奥州市
3625 新沼　櫂我 ﾆｲﾇﾏ ﾄｳｶﾞ  0:11:589 岩手県 大船渡市
3601 千葉　蒼竜 ﾁﾊﾞ ｿｳﾀﾂ  0:12:00時習館10 岩手県 大船渡市
3637 澤口　順成 ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ  0:12:00石鳥谷小学校11 岩手県 花巻市

3619 阿部　和斗 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾄ  0:12:06土淵野球スポ少12 岩手県 遠野市
3612 川村　直生 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾐ  0:12:10中野小学校13 岩手県 盛岡市
3624 仁昌寺　恒 ﾆｼｮｳｼﾞ ﾋｻｼ  0:12:22立根小学校14 岩手県 大船渡市
3613 山屋　翔 ﾔﾏﾔ ｼｮｳ  0:12:24遠野北小学校15 岩手県 遠野市
3614 紀室　光来 ｷﾑﾛ ﾐﾂｷ  0:12:29末崎小学校16 岩手県 大船渡市

3644 夏井　天夢 ﾅﾂｲ ﾃﾝﾑ  0:12:43サンビレＲＣ17 岩手県 一戸町
3642 浜川　柊二 ﾊﾏｶﾜ ｼｭｳｼﾞ  0:12:43リクブ遠野18 岩手県 遠野市
3634 小野寺　蓮 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚﾝ  0:12:54室根東小学校19 岩手県 一関市
3649 中村　聖蓮 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ  0:12:5520 岩手県 山田町
3611 野月平　快士 ﾉﾂｷﾀｲﾗ ｶｼﾞ  0:13:01矢巾東小学校21 岩手県 矢巾町

3648 和賀　煌生 ﾜｶﾞ ｺｳｷ  0:13:05猿沢小学校22 岩手県 一関市
3650 小崎　蓮 ｵｻﾞｷ ﾚﾝ  0:13:07一関市立大東小学校23 岩手県 一関市
3652 千田　莉久 ﾁﾀﾞ ﾘｸ  0:13:18大東ミニバス24 岩手県 一関市
3622 藤野　快 ﾌｼﾞﾉ ｶｲ  0:13:55清田小学校25 岩手県 一関市
3610 山田　大輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ  0:14:03猪川小学校26 岩手県 大船渡市

3603 白﨑　陽斗 ｼﾗｻｷ ｱｷﾄ  0:14:04猪川小学校27 岩手県 大船渡市
3651 千田　悠人 ﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ  0:14:05大東ミニバス28 岩手県 一関市
3645 岩田　希成 ｲﾜﾀ ｷｾｲ  0:14:1829 岩手県 大船渡市
3618 吉原　颯祐 ﾖｼﾊﾗ ｿｳｽｹ  0:14:19三陸ジオパークきっず30 岩手県 盛岡市
3631 坂本　竜太郎 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ  0:14:2031 岩手県 盛岡市

3628 伊藤　公佑 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ  0:14:23宮城教育大学附属小学校32 宮城県 仙台市
3602 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ  0:14:2833 岩手県 大船渡市
3636 柴田　光導 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾄﾞｳ  0:14:37北上市　飯豊小学校34 岩手県 北上市
3621 長山　峻太朗 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ  0:14:42磯鶏小学校35 岩手県 宮古市
3615 山﨑　光陽 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾖｳ  0:14:44土淵スポーツ少年団36 岩手県 遠野市

3617 似田貝　翔 ﾆﾀｶｲ ｶｹﾙ  0:14:45土淵野球スポーツ少年団37 岩手県 遠野市
3653 野坂　蒼良 ﾉｻｶ ｿﾗ  0:14:49口内小学校38 岩手県 北上市
3604 細川　孜音 ﾎｿｶﾜ ｼｵﾝ  0:14:55末崎小学校39 岩手県 大船渡市
3629 佐々木　緑登 ｻｻｷ ﾘｮｸﾄ  0:14:56有住小学校40 岩手県 住田町
3616 似田貝　龍 ﾆﾀｶｲ ﾘｭｳ  0:15:11土淵野球スポーツ少年団41 岩手県 遠野市

3620 瀬川　龍生 ｾｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ  0:15:1442 岩手県 遠野市
3623 大萱生　琉斗 ｵｵｶﾞﾕ ﾘｭｳﾄ  0:15:49遠野小学校43 岩手県 遠野市
3647 鈴木　凛大 ｽｽﾞｷ ﾘｵ  0:16:02江釣子小学校44 岩手県 北上市
3606 高橋　海翔 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ  0:17:31盛小学校45 岩手県 大船渡市
3639 小田　英虎 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾗ  0:19:3346 岩手県 宮古市

3605 菊地　孝太 ｷｸﾁ ｺｳﾀ  0:20:40立根小学校47 岩手県 大船渡市
3608 佐々木　優大 ｻｻｷ ﾋﾛ  0:21:10盛小学校48 岩手県 大船渡市
3638 道又　縁 ﾐﾁﾏﾀ ｴﾝ  0:22:47チーム・ミチマタ49 岩手県 奥州市

Print : 2016/08/07 11:23:38 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS


