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第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 22／3km ファミリー 小学１～３年生 00:11:02大会記録：

1 3809  0:12:10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

2 3832  0:12:15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

3 3831  0:12:20高橋　隆悦 名取市宮城県 名取市高橋　明愛
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｴﾂ ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

4 3801  0:12:47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

5 3804  0:12:47山口　俊輔 岩手県 宮古市山口　隆ノ介
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

6 3811  0:12:58新沼　茂法 岩手県 大船渡市新沼　櫂史
ﾆｲﾇﾏ ｼｹﾞﾉﾘ ﾆｲﾇﾏ ｶｲｼﾞ

7 3835  0:13:06新沼　宏紀 岩手県 大船渡市新沼　悠人
ﾆｲﾇﾏ ﾋﾛｷ ﾆｲﾇﾏ ﾊﾙﾄ

8 3839  0:13:14髙橋　弘樹 岩手県 花巻市髙橋　利奈
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ

9 3802  0:13:27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 3843  0:13:33新田　友晴 黒沢尻東岩手県 北上市新田　涼太
ﾆｯﾀ ﾄﾓﾊﾙ ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾀ

11 3827  0:13:45紺野　昇 岩手県 大船渡市紺野　陽
ｺﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ

12 3848  0:14:04井上　拓巳 佐倉河小学校岩手県 奥州市井上　七智
ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ ｲﾉｳｴ ﾅﾁ

13 3841  0:14:36松田　学 リクブ遠野岩手県 遠野市松田　翔斗
ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾄ

14 3820  0:15:20笹野　沢朗 大船渡小学校岩手県 大船渡市笹野　流生
ｻｻﾉ ﾀｸﾛｳ ｻｻﾉ ﾙｲ

15 3836  0:15:24川端　清人 岩手県 大船渡市川端　寛人
ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾖﾄ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾄ

16 3834  0:15:36藤原　秀行 岩手県 奥州市藤原　耀太
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳﾀ

17 3810  0:15:46金野　涼子 米崎小学校岩手県 陸前高田市金野　要
ｺﾝﾉ ﾘｮｳｺ ｺﾝﾉ ｶﾅﾒ

18 3807  0:15:52古澤　康弘 末崎小学校岩手県 大船渡市古澤　蒼涼
ﾌﾙｻﾜ ﾔｽﾋﾛ ﾌﾙｻﾜ ｿｳｽｹ

19 3818  0:16:09細谷　知成 立根小学校岩手県 大船渡市細谷　優太郎
ﾎｿﾔ ﾄﾓﾅﾘ ﾎｿﾔ ﾕｳﾀﾛｳ

20 3846  0:16:17浜川　洋平 岩手県 遠野市浜川　那々子
ﾊﾏｶﾜ ﾖｳﾍｲ ﾊﾏｶﾜ ﾅﾅｺ

21 3803  0:16:33鴨反　美香 ＳＰＥＥＤ　ＵＰ岩手県 盛岡市鴨反　美來
ｶﾓｿﾘ ﾐｶ ｶﾓｿﾘ ﾐﾗｲ

22 3813  0:16:56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

23 3851  0:16:57佐藤　恵美子 秋田県 秋田市佐藤　充姫
ｻﾄｳ ｴﾐｺ ｻﾄｳ ﾐﾂｷ

24 3824  0:16:59佐野　友悠 大船渡小学校岩手県 大船渡市工藤　克貴
ｻﾉ ﾄﾓﾋｻ ｸﾄﾞｳ ｶﾂﾀｶ

25 3825  0:17:14志田　光義 猪川小学校岩手県 大船渡市木下　薫琉
ｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ ｷﾉｼﾀ ｶｵﾙ
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26 3829  0:17:26菊池　剛史 岩手県 花巻市菊池　泰生
ｷｸﾁ ｺﾞｳｼ ｷｸﾁ ﾀｲｾｲ

27 3814  0:17:38伊藤　亮 岩手県 矢巾町伊藤　美結
ｲﾄｳ ﾘｮｳ ｲﾄｳ ﾐﾕ

28 3838  0:17:47川原　国彦 １ｓｔ－Ｅ陸上部岩手県 盛岡市川原　理愛
ｶﾜﾊﾗ ｸﾆﾋｺ ｶﾜﾊﾗ ﾘｱﾈ

29 3828  0:17:57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

30 3819  0:18:09金野　裕司 盛小学校岩手県 大船渡市金野　航
ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞ ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ

31 3812  0:18:12新沼　剛 岩手県 大船渡市新沼　我空
ﾆｲﾇﾏ ﾂﾖｼ ﾆｲﾇﾏ ｶﾞｸ

32 3823  0:18:25菅野　恵子 高田小学校岩手県 陸前高田市菅野　りれい
ｶﾝﾉ ｹｲｺ ｶﾝﾉ ﾘﾚｲ

33 3821  0:18:27木下　静恵 岩手県 大船渡市木下　優奈
ｷﾉｼﾀ ｼｽﾞｴ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾅ

34 3847  0:19:12千葉　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

35 3815  0:19:19飯田　浩之 大船渡北小学校岩手県 大船渡市飯田　莉愛
ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ｲｲﾀﾞ ﾘﾏ

36 3837  0:19:28及川　武宏 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

37 3808  0:19:43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

38 3816  0:19:44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

39 3817  0:19:44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

40 3822  0:19:55菊池　秀哉 のりりんクラブ岩手県 大船渡市菊池　拓哉
ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾔ ｷｸﾁ ﾀｸﾔ

41 3842  0:19:56鈴木　善智 岩手県 奥州市鈴木　斗亜
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ ｽｽﾞｷ ﾄｱ

42 3805  0:20:04後藤　春美 岩手県 大船渡市後藤　七海
ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾐ ｺﾞﾄｳ ﾅﾅﾐ

43 3845  0:20:10小野寺　栄光 岩手県 奥州市小野寺　悠仁
ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙﾋ

44 3833  0:20:10小野寺　勝弘 千住スプリンクラー岩手県 一関市小野寺　一輝
ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｷ

45 3826  0:20:10佐々木　智哉 岩手県 花巻市佐々木　渉銘
ｻｻｷ ﾄﾓﾔ ｻｻｷ ｼｮｳﾒ

46 3844  0:20:27新渡戸　千枝 岩手県 北上市新渡戸　千鶴
ﾆﾄﾍﾞ ﾁｴ ﾆﾄﾍﾞ ﾁﾂﾞﾙ
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