
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 14／5km 女子 46～59歳 00:21:51大会記録：

市区町村県名

6411 浅野　八枝子 ｱｻﾉ ﾔｴｺ  0:24:591 宮城県 仙台市
6401 道又　由実子 ﾐﾁﾏﾀ ﾕﾐｺ  0:26:142 岩手県 奥州市
6403 菊池　今日子 ｷｸﾁ ｷｮｳｺ  0:27:433 岩手県 滝沢市
6406 馬場　綾子 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔｺ  0:28:31よっちゃんクラブ4 宮城県 仙台市
6409 紺野　弘子 ｺﾝﾉ ﾋﾛｺ  0:29:195 岩手県 北上市
6412 千葉　富喜子 ﾁﾊﾞ ﾌｷｺ  0:30:41さゆりプロダクション6 岩手県 北上市
6405 高橋　玲子 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｺ  0:33:03永沢レディース7 岩手県 金ケ崎町
6408 畑山　京子 ﾊﾀﾔﾏ ｷｮｳｺ  0:33:138 岩手県 花巻市
6402 太田　かほり ｵｵﾀ ｶﾎﾘ  0:34:45釜石はせっぺす9 岩手県 宮古市
6410 金子　久子 ｶﾈｺ ﾋｻｺ  0:38:3310 愛知県 蟹江町
6407 本宮　浩子 ﾓﾄﾐﾔ ﾋﾛｺ  0:45:4911 宮城県 気仙沼市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 10／5km 男子 40～59歳 00:16:24大会記録：

市区町村県名

5209 鈴木　浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:16:37風・虹・紅1 宮城県 大崎市
5234 桝本　和大 ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  0:17:12ＣＩＡ2 岩手県 盛岡市
5226 宮守　基光 ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ  0:17:21大船渡陸上倶楽部3 岩手県 大船渡市
5246 小澤　真 ｵｻﾞﾜ ｼﾝ  0:18:02結城ＲＣ江刺4 岩手県 奥州市
5230 山根　康宏 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ  0:18:04ＲＵＮぼるぎー5 岩手県 一関市
5222 神久保　貴幸 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ  0:18:146 岩手県 滝沢市
5238 佐々木　英男 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｵ  0:18:52取手競輪7 千葉県 我孫子市
5242 村井　正明 ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ  0:19:038 岩手県 矢巾町
5228 大矢　一良 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾖｼ  0:19:35ｒｕｎｊｏｇ9 岩手県 矢巾町
5237 及川　一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ  0:19:43ウィルランズ10 宮城県 登米市
5219 大和田　忠行 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:20:02大船渡温泉11 岩手県 大船渡市
5224 小原　隆弘 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:20:06Ｒｕｎ遊会12 岩手県 花巻市
5204 小野　正昭 ｵﾉ ﾏｻｱｷ  0:20:1013 青森県 深浦町
5232 横谷　哲禎 ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ  0:20:4014 岩手県 盛岡市
5227 工藤　智宏 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ  0:21:07青猫会ＲＣ15 岩手県 盛岡市
5212 柳瀬　直哉 ﾔﾅｾ ﾅｵﾔ  0:21:1416 岩手県 大船渡市
5245 今野　道行 ｺﾝﾉ ﾐﾁﾕｷ  0:21:3917 岩手県 奥州市
5251 佐々木　修 ｻｻｷ ｵｻﾑ  0:21:4218 岩手県 大船渡市
5221 菊池　隆行 ｷｸﾁ ﾀｶﾕｷ  0:21:44大船渡中学校19 岩手県 陸前高田市
5223 鈴木　裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ  0:22:00センジュＲＣ20 岩手県 一関市
5231 杉村　国良 ｽｷﾞﾑﾗ ｸﾆﾖｼ  0:22:12ＩＷＡＳＰＯ－ＡＣ21 岩手県 花巻市
5206 鈴木　弘 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ  0:22:27ラン・ドリームス22 岩手県 大船渡市
5235 大江　賢治 ｵｵｴ ｹﾝｼﾞ  0:22:53スイーツマラソン部23 宮城県 東松島市
5201 及川　満伸 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ  0:23:17ＪＡおおふなと24 岩手県 陸前高田市
5253 及川　正勝 ｵｲｶﾜ ﾏｻｶﾂ  0:23:26（株）パワー・ブレン25 岩手県 奥州市
5213 金野　敬之 ｷﾝﾉ ﾀｶﾕｷ  0:23:3426 岩手県 大船渡市
5217 仲本　治 ﾅｶﾓﾄ ｵｻﾑ  0:23:45東急大船渡ＪＶ27 岩手県 大船渡市
5203 中居　信浩 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:23:58プロジェクト旅がらす28 宮城県 仙台市
5236 光澤　博 ｺｳｻﾜ ﾋﾛｼ  0:24:16ウィルランズ29 宮城県 登米市
5208 青柳　秀明 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:24:20Ｒｕｎぼるぎーに30 岩手県 一関市
5241 丸山　一浩 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  0:25:04多賀城市立山王小学校31 宮城県 仙台市
5233 若生　徹也 ﾜｺｳ ﾃﾂﾔ  0:26:12石割桜走友会32 岩手県 盛岡市
5243 佐藤　光徳 ｻﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ  0:26:1933 岩手県 一関市
5225 畑山　拓也 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ  0:26:31アキバランナー34 岩手県 盛岡市
5205 村上　晃一 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ  0:26:3735 静岡県 浜松市
5240 越後谷　透 ｴﾁｺﾞﾔ ﾄｵﾙ  0:26:4036 岩手県 盛岡市
5202 菊池　智彦 ｷｸﾁ ﾄﾓﾋｺ  0:26:43東急建設(株)37 宮城県 仙台市
5216 森本　幸宏 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ  0:28:37東急大船渡ＪＶ38 岩手県 大船渡市
5220 菊池　晃一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ  0:29:0739 岩手県 花巻市
5214 佐々木　春草 ｻｻｷ ｼｭﾝｿｳ  0:29:29東急大船渡ＪＶ40 岩手県 大船渡市
5207 千葉　博世 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄｼ  0:29:43ラン・ドリームス41 岩手県 大船渡市
5229 中川　直之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ  0:29:50サークルきょうたくＲＣ42 岩手県 宮古市
5249 岩井　健 ｲﾜｲ ｹﾝ  0:30:11東急建設株式会社43 東京都 町田市
5244 太田　研 ｵｵﾀ ｹﾝ  0:31:4844 秋田県 能代市
5218 古関　健 ｺｾｷ ﾀｹｼ  0:31:50東急大船渡ＪＶ45 岩手県 大船渡市
5252 横澤　嘉宗 ﾖｺｻﾜ ﾖｼﾑﾈ  0:32:12沿岸局産業革新チーム46 岩手県 一関市
5250 Roman　Raymond ﾛｰﾏﾝ ﾚｲﾓﾝﾄﾞ  0:35:1947 宮城県 仙台市
5248 丸岡　丸 ﾏﾙｵｶ ﾏﾙ  0:35:53東急建設（株）48 岩手県 盛岡市
5239 中山　智靖 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾔｽ  0:39:49東急建設株式会社49 東京都 足立区
5211 西久保　貴司 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀｶｼ  0:43:5950 岩手県 大船渡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 15／5km 女子 60歳以上 00:23:02大会記録：

市区町村県名

6611 小野寺　たけ子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｺ  0:23:58千厩ＡＣ1 岩手県 一関市
6601 篠本　典子 ｼﾉﾓﾄ ﾉﾘｺ  0:24:552 神奈川県 伊勢原市
6606 菊池　久美子 ｷｸﾁ ｸﾐｺ  0:25:183 岩手県 釜石市
6609 高橋　かお子 ﾀｶﾊｼ ｶｵｺ  0:26:14永沢レディース4 岩手県 金ケ崎町
6610 野澤　多津子 ﾉｻﾞﾜ ﾀｽﾞｺ  0:27:365 宮城県 大崎市
6604 島田　婦美子 ｼﾏﾀﾞ ﾌﾐｺ  0:28:076 茨城県 小美玉市
6608 森　淑子 ﾓﾘ ﾖｼｺ  0:31:507 岩手県 大船渡市
6602 佐伯　智恵子 ｻｴｷ ﾁｴｺ  0:33:43カッチンファミリー8 岩手県 一関市
6613 千葉　久美子 ﾁﾊﾞ ｸﾐｺ  0:33:579 岩手県 北上市
6607 高橋　キサ子 ﾀｶﾊｼ ｷｻｺ  0:34:08永沢レディース10 岩手県 金ケ崎町
6612 及川　ふき子 ｵｲｶﾜ ﾌｷｺ  0:39:06ＩＮＣふぁみ11 岩手県 奥州市
6603 長岡　薫 ﾅｶﾞｵｶ ｶｵﾙ  0:41:43釜石はせっぺす12 岩手県 釜石市
6605 菅原　公子 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｺ  0:45:4913 宮城県 気仙沼市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 07／10km 女子 46～59歳 00:42:55大会記録：

市区町村県名

1413 児玉　由美 ｺﾀﾞﾏ ﾕﾐ  0:44:19北上マスターズ1 岩手県 北上市
1405 菊地　聖子 ｷｸﾁ ｼｮｳｺ  0:46:13胆沢南走会2 岩手県 奥州市
1402 大和田　治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ  0:47:543 岩手県 一関市
1423 山野　香 ﾔﾏﾉ ｶｵﾙ  0:51:474 北海道 札幌市
1418 野崎　あゆみ ﾉｻﾞｷ ｱﾕﾐ  0:51:49リスペクト仙台5 宮城県 仙台市
1419 佐藤　由香 ｻﾄｳ ﾕｶ  0:52:026 宮城県 名取市
1408 千田　ひろえ ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ  0:55:407 岩手県 奥州市
1421 小田嶋　ひろ子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｺ  0:55:47北上桜ペアー8 岩手県 北上市
1415 鈴木　優美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ  0:55:48岩手県庁走友会9 岩手県 盛岡市
1420 畠山　さゆり ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾕﾘ  0:56:59ソーベーズカフェ10 岩手県 花巻市
1403 藤田　政子 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｺ  0:57:4411 栃木県 宇都宮市
1401 阿部　典代 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾖ  0:58:2712 岩手県 釜石市
1406 高橋　ひろみ ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ  0:59:1313 岩手県 釜石市
1416 菊地　暁美 ｷｸﾁ ｱｹﾐ  1:01:00ＳｅｅＤ14 岩手県 奥州市
1414 菊田　絹子 ｷｸﾀ ｷﾇｺ  1:03:4715 東京都 日野市
1411 小山　敏江 ｵﾔﾏ ﾄｼｴ  1:04:3816 宮城県 気仙沼市
1407 清水　宏子 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｺ  1:06:1517 岩手県 盛岡市
1404 熊谷　章子 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷｺ  1:08:43チーム　テヅ18 岩手県 盛岡市
1410 山崎　貴子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｺ  1:11:35チーム味三昧19 岩手県 盛岡市
1422 牧　幸恵 ﾏｷ ﾕｷｴ  1:16:4620 岩手県 盛岡市
1412 佐々木　仁子 ｻｻｷ ｼﾞﾝｺ  1:17:2821 宮城県 大崎市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 12／5km 女子 高校生～29歳 00:17:58大会記録：

市区町村県名

6004 阿部　風薫 ｱﾍﾞ ﾌｳｶ  0:18:28大船渡高校陸上競技部1 岩手県 陸前高田市
6001 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ  0:18:45一関第一高校2 岩手県 一関市
6014 小松　未夢 ｺﾏﾂ ﾐﾕ  0:19:32大船渡高校陸上部3 岩手県 大船渡市
6018 紺野　憧和 ｺﾝﾉ ﾄﾜ  0:19:38専修大学北上高校4 岩手県 住田町
6003 臼井　夕菜 ｳｽｲ ﾕｳﾅ  0:19:41大船渡高校5 岩手県 大船渡市
6012 神久保　恋那 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ｺｺﾅ  0:20:216 岩手県 滝沢市
6010 萩原　祭 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾂﾘ  0:22:12盛岡市立高校7 岩手県 盛岡市
6006 村上　萌笑 ﾑﾗｶﾐ ﾓｴ  0:22:14大船渡東高校8 岩手県 大船渡市
6005 菅野　星華 ｶﾝﾉ ｾｲｶ  0:24:08大船渡東高校9 岩手県 陸前高田市
6019 冨澤　洋子 ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ  0:25:2210 岩手県 大船渡市
6016 阿部　ゆり子 ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ  0:26:4111 福島県 福島市
6002 桑原　菜良 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾅｵ  0:27:0412 岩手県 大船渡市
6007 吉田　悠 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ  0:27:1013 岩手県 陸前高田市
6011 朝倉　楓華 ｱｻｸﾗ ﾌｳｶ  0:27:57大船渡高校14 岩手県 陸前高田市
6013 菊地　みのり ｷｸﾁ ﾐﾉﾘ  0:27:57大船渡高校15 岩手県 大船渡市
6008 高橋　みどり ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ  0:29:0416 岩手県 大船渡市
6017 児玉　真菜 ｺﾀﾞﾏ ﾏﾅ  0:31:2817 岩手県 釜石市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 08／10km 女子 60歳以上 00:50:33大会記録：

市区町村県名

1603 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ  0:50:25(株)岩泉きのこ産業1 岩手県 岩泉町 新

1602 岩野　由紀子 ｲﾜﾉ ﾕｷｺ  0:55:23三ケ尻走友会2 岩手県 金ケ崎町
1610 脇田　映子 ﾜｷﾀ ｴｲｺ  0:56:03花巻走友会3 岩手県 花巻市
1609 千葉　正子 ﾁﾊﾞ ﾏｻｺ  0:59:29宮城フェンダー4 宮城県 名取市
1601 遠藤　美紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ  0:59:42ＭｉｓＴ5 秋田県 横手市
1606 菊池　敦子 ｷｸﾁ ｱﾂｺ  1:03:54ザ・マイペース6 岩手県 花巻市
1611 小野寺　澄子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽﾐｺ  1:04:13坪井ランナーズ7 福島県 郡山市
1607 天貝　八千代 ｱﾏｶﾞｲ ﾔﾁﾖ  1:07:168 千葉県 我孫子市
1604 及川　憲子 ｵｲｶﾜ ﾉﾘｺ  1:10:25三ケ尻走友会9 岩手県 金ケ崎町
1608 安彦　節子 ｱﾋﾞｺ ｾﾂｺ  1:11:42紫波楽走会10 岩手県 一関市
1605 白石　栄子 ｼﾗｲｼ ｴｲｺ  1:11:5311 福島県 郡山市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 04／10km 男子 60歳以上 00:41:38大会記録：

市区町村県名

614 富谷　俊信 ﾄﾐﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ  0:41:09大森町ＲＣ1 秋田県 横手市 新

636 永井　恒 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ  0:41:572 静岡県 浜松市
660 瀧口　彰二 ﾀｷｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ  0:42:36塩釜市立病院3 宮城県 多賀城市
616 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  0:44:09あさりちゃん２号4 岩手県 一関市
656 讃岐　誠二 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ  0:45:505 岩手県 滝沢市
653 齊藤　和雄 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ  0:46:066 秋田県 大仙市
648 丸山　雄吉 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷﾁ  0:47:02岩手河川国道7 岩手県 花巻市
642 及川　茂行 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ  0:47:09前沢小走友会8 岩手県 奥州市
607 伊藤　和博 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:48:29盛岡走友会マルハＲＣ9 岩手県 盛岡市
627 小松　啓治 ｺﾏﾂ ｹｲｼﾞ  0:49:13盛岡市社会福祉事業団10 岩手県 盛岡市
655 佐藤　忠治 ｻﾄｳ ﾁｭｳｼﾞ  0:49:29東北電気保安協会11 岩手県 盛岡市
612 小野寺　仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ  0:50:38後藤工建(株)12 岩手県 一関市
629 安彦　敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ  0:50:56紫波楽走会13 岩手県 一関市
619 中里　薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ  0:51:26チームさわなり14 岩手県 一関市
618 佐藤　謙一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  0:51:3515 宮城県 登米市
639 佐々木　緑 ｻｻｷ ﾐﾄﾞﾘ  0:53:3016 岩手県 宮古市
661 藤戸　一栄 ﾌｼﾞﾄ ｶｽﾞｴｲ  0:54:33西和賀マスターズ17 岩手県 西和賀町
617 菊池　忠男 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｵ  0:54:4218 岩手県 釜石市
606 野家　数夫 ﾉｲｴ ｶｽﾞｵ  0:54:52登米百走会19 宮城県 登米市
604 佐伯　実 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ  0:55:26カッチンファミリー20 岩手県 一関市
646 飯塚　恒生 ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾈｵ  0:55:28東急建設21 神奈川県 横浜市
659 小田嶋　政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ  0:55:49北上桜ペアー22 岩手県 北上市
641 藤本　力 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｶﾗ  0:56:09建設リスク23 岩手県 釜石市
637 大森　松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ  0:56:33クロニクル花巻東高校24 岩手県 花巻市
632 花田　長藏 ﾊﾅﾀﾞ ﾁｮｳｿﾞｳ  0:56:38花長クラブ25 岩手県 北上市
635 鈴木　清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ  0:56:5526 岩手県 奥州市
602 永井　功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ  0:56:59大船渡碁石海岸ＲＣ27 岩手県 大船渡市
633 鈴木　敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  0:57:55東北電力ＩＨＭＣ28 岩手県 矢巾町
634 植田　俊郎 ｳｴﾀ ﾄｼﾛｳ  0:58:26植田医院29 岩手県 大槌町
609 高橋　憲郎 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ  0:58:3830 岩手県 北上市
631 佐々木　道雄 ｻｻｷ ﾐﾁｵ  0:59:02岩小ランクラブ31 岩手県 奥州市
611 後藤　正 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ  0:59:3032 岩手県 奥州市
603 遠藤　修一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ  0:59:41ＭｉｓＴ33 秋田県 横手市
613 伊藤　喜多男 ｲﾄｳ ｷﾀｵ  1:00:1034 宮城県 気仙沼市
625 菅沼　万造 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾝｿﾞｳ  1:02:0235 岩手県 北上市
620 天貝　安男 ｱﾏｶﾞｲ ﾔｽｵ  1:04:5236 千葉県 我孫子市
654 脇田　孝夫 ﾜｷﾀ ﾀｶｵ  1:04:55花巻走友会37 岩手県 花巻市
640 佐藤　良二 ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ  1:05:3038 岩手県 奥州市
623 西條　正夫 ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻｵ  1:07:2939 岩手県 陸前高田市
610 本城　忠光 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾀﾞﾐﾂ  1:08:06ひめかみ病院40 岩手県 盛岡市
601 仙内　直衛 ｾﾝﾅｲ ﾅｵｴ  1:10:00花巻走友会41 岩手県 花巻市
649 千葉　新也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ  1:11:2342 岩手県 北上市
630 三光楼　隆雄 ｻﾝｺｳﾛｳ ﾀｶｵ  1:13:5243 岩手県 釜石市
651 菅野　光昭 ｶﾝﾉ ﾐﾂｱｷ  1:19:53千田工務店44 岩手県 北上市
615 藤澤　善孝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ  1:20:36盛岡走友会45 岩手県 盛岡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 16／3km 男子 18歳以上 00:09:02大会記録：

市区町村県名

3010 小野寺　元気 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ  0:09:30爽やかイケメン1 岩手県 一関市
3003 石丸　秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:09:45(株)登米村田製作所2 宮城県 南三陸町
3018 早田　洋平 ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ  0:09:55相馬市役所3 福島県 相馬市
3012 佐藤　大介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  0:10:03修行走4 岩手県 花巻市
3014 佐藤　圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ  0:10:12本宮市役所5 福島県 本宮市
3007 星　優希 ﾎｼ ﾕｳｷ  0:10:51小山會駅伝部6 岩手県 陸前高田市
3001 土生田　貴 ﾊﾌﾞﾀ ﾀｶｼ  0:10:567 兵庫県 朝来市
3011 野月平　淳 ﾉﾂｷﾀｲﾗ ｼﾞｭﾝ  0:11:02レインメーカー8 岩手県 矢巾町
3015 阿部　文洋 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ  0:12:319 宮城県 仙台市
3008 金野　雄一郎 ｷﾝﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:13:0110 岩手県 大船渡市
3009 小向　勝信 ｺﾑｶｲ ｶﾂﾉﾌﾞ  0:13:13宮古ＡＣ11 岩手県 盛岡市
3013 阿部　英明 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:13:18修行走12 岩手県 盛岡市
3004 高橋　一生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ  0:14:0213 秋田県 秋田市
3017 金田　幸一 ｶﾈﾀ ｺｳｲﾁ  0:14:3514 岩手県 北上市
3020 池田　浩幸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:16:0415 宮城県 多賀城市
3002 道又　聡 ﾐﾁﾏﾀ ｻﾄｼ  0:22:1016 岩手県 奥州市
3006 長屋　征四郎 ﾅｶﾞﾔ ｾｲｼﾛｳ  0:22:20ＡＥ３６２２４17 愛知県 知多市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 13／5km 女子 30～45歳 00:20:51大会記録：

市区町村県名

6206 土橋　真美 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏｽﾐ  0:21:241 岩手県 北上市
6201 金野　美香 ｺﾝﾉ ﾐｶ  0:22:12ウィルランズ2 宮城県 登米市
6207 阿部　美由紀 ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ  0:22:123 岩手県 北上市
6204 千葉　百合子 ﾁﾊﾞ ﾕﾘｺ  0:23:14藤沢小学校職員4 岩手県 一関市
6203 佐々木　瑞穂 ｻｻｷ ﾐｽﾞﾎ  0:26:045 岩手県 宮古市
6205 多田　美香 ﾀﾀﾞ ﾐｶ  0:26:076 岩手県 北上市
6202 小田島　和圭子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾜｶｺ  0:26:547 岩手県 北上市
6213 小向　裕美 ｺﾑｶｲ ﾋﾛﾐ  0:27:138 岩手県 盛岡市
6209 佐藤　加奈 ｻﾄｳ ｶﾅ  0:29:01スイーツマラソン部9 宮城県 石巻市
6211 佐々木　美晴 ｻｻｷ ﾐﾊﾙ  0:30:1910 岩手県 遠野市
6215 齊藤　法子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ  0:30:29さゆりプロダクション11 岩手県 北上市
6208 若生　麻衣子 ﾜｺｳ ﾏｲｺ  0:33:20石割桜走友会12 岩手県 盛岡市
6210 松川　琴枝 ﾏﾂｶﾜ ｺﾄｴ  0:35:24スイーツマラソン部13 宮城県 東松島市
6214 工藤　幸恵 ｸﾄﾞｳ ｻﾁｴ  0:35:2714 宮城県 登米市
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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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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：

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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509 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ  0:34:331 山形県 山形市 新

530 伊藤　淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:36:18ドリームアシストクラブ2 東京都 目黒区
455 菅野　克敏 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ  0:36:49ガチリート倶楽部3 宮城県 仙台市
476 畠山　一則 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  0:37:15ネッパラン大館4 秋田県 大館市
511 千葉　義弘 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ  0:37:47盛岡走友会5 岩手県 盛岡市
562 千田　布美夫 ﾁﾀﾞ ﾌﾐｵ  0:38:51ＴＥＡＭアテルイ6 岩手県 奥州市
524 中館　崇裕 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ  0:39:05ＣＹ２ＥＭ7 岩手県 紫波町
549 久保田　剛 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ  0:39:508 岩手県 北上市
412 村上　正 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ  0:40:01岩手県庁走友会9 岩手県 紫波町
561 馬場　博文 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ  0:40:0910 岩手県 北上市
547 丹野　竜也 ﾀﾝﾉ ﾀﾂﾔ  0:40:10七郷クリニック11 宮城県 名取市
538 千葉　幸広 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾋﾛ  0:40:3212 宮城県 登米市
503 笹浦　勝明 ｻｻｳﾗ ﾏｻｱｷ  0:40:44Ｔ－ＳＡＳＡ13 宮城県 仙台市
446 菊池　秀哉 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾔ  0:40:45のりりんクラブ14 岩手県 大船渡市
428 千葉　登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ  0:40:4915 岩手県 陸前高田市
429 村上　浩樹 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ  0:41:1616 岩手県 大船渡市
515 窪田　賢司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  0:41:52多摩川クラブ17 宮城県 気仙沼市
543 千葉　心一 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁ  0:41:5318 宮城県 栗原市
495 佐藤　敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ  0:42:3919 宮城県 仙台市
438 菅野　謙一 ｶﾝﾉ ｹﾝｲﾁ  0:43:04大船渡ＡＣ20 岩手県 大船渡市
445 和田　忠 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:43:54芋達走友会21 青森県 おいらせ町
405 佐藤　福廣 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ  0:43:5922 岩手県 陸前高田市
508 伊藤　洋 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ  0:44:03宮古ＡＣ23 岩手県 宮古市
409 千葉　雄樹 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ  0:44:14舞川小学校24 岩手県 一関市
424 梅津　巧 ｳﾒﾂ ｺｳ  0:44:1425 岩手県 奥州市
420 高橋　和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ  0:44:26シオノギ製薬26 岩手県 奥州市
462 後藤　哲哉 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ  0:44:31奥州金ヶ崎消防27 岩手県 奥州市
485 多田　誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ  0:44:3428 岩手県 盛岡市
432 小田島　浩樹 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｷ  0:44:4329 岩手県 北上市
461 長尾　学 ﾅｶﾞｵ ﾏﾅﾌﾞ  0:44:4530 岩手県 大船渡市
564 高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ  0:44:57テクノスジャパン31 宮城県 仙台市
516 村上　隆一 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｲﾁ  0:45:2832 宮城県 気仙沼市
504 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  0:45:42東北電力ＩＨＭＣ33 岩手県 奥州市
500 玉手　義久 ﾀﾏﾃ ﾖｼﾋｻ  0:45:4334 岩手県 奥州市
406 熊谷　和典 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ  0:45:53岩手県立大学35 岩手県 盛岡市
415 本郷　憲一 ﾎﾝｺﾞｳ ｹﾝｲﾁ  0:46:02南仙台走友会36 宮城県 仙台市
448 藤澤　牧人 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｷﾄ  0:46:36岩手県庁走友会37 岩手県 盛岡市
494 横田　久雄 ﾖｺﾀ ﾋｻｵ  0:46:4138 宮城県 大和町
501 山下　浩樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ  0:46:4439 岩手県 盛岡市
426 森山　正博 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ  0:46:51富士森走友会40 岩手県 大槌町
486 菊地　伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:47:06塩釜ＦＭＣ41 宮城県 塩竈市
460 馬場　裕之 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:47:11ＲＣ成沢42 宮城県 仙台市
436 佐々木　新也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ  0:47:1143 岩手県 陸前高田市
548 佐藤　貴 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  0:47:2844 岩手県 矢巾町
557 奥田　光樹 ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ  0:47:45（株）いせかん45 宮城県 仙台市
483 庄子　裕之 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:47:52ｅＡ東北46 岩手県 一関市
477 山崎　恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ  0:47:53チーム味三昧47 岩手県 盛岡市
422 小野寺　秀夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ  0:47:53イオンＳＣ水沢桜屋敷店48 岩手県 奥州市
525 秋田　尚士 ｱｷﾀ ﾋｻｼ  0:47:5749 岩手県 盛岡市
418 齊藤　隆廣 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  0:48:06ｍｏｎｍｏｎ’ｓ50 岩手県 北上市
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552 浅沼　順一 ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:48:14大迫走友会51 岩手県 花巻市
512 稲荷森　輝明 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾃﾙｱｷ  0:48:17岩手県庁走友会52 岩手県 盛岡市
522 鈴木　昭光 ｽｽﾞｷ ｱｷﾐﾂ  0:48:3253 岩手県 北上市
507 関野　俊彦 ｾｷﾉ ﾄｼﾋｺ  0:48:4154 岩手県 盛岡市
414 川村　明宏 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ  0:48:49石鳥谷郵便局55 岩手県 矢巾町
497 臼澤　務 ｳｽｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ  0:49:0256 岩手県 雫石町
442 上村　健 ｳｴﾑﾗ ｹﾝ  0:49:0657 岩手県 釜石市
482 小海途　聡 ｺｶﾞｲﾄ ｱｷﾗ  0:49:07女川町58 宮城県 女川町
498 中村　博信 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ  0:49:1059 神奈川県 横浜市
449 横山　孝行 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ  0:49:11ｍｏｎｍｏｎ’ｓ60 岩手県 花巻市
440 菊池　充 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ  0:49:1261 岩手県 奥州市
468 阿部　英明 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:49:15修行走62 岩手県 盛岡市
425 中村　和男 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ  0:49:19下り坂４６63 宮城県 気仙沼市
471 堀川　学 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ  0:49:34Ｓｈｕｋｏ64 岩手県 金ケ崎町
487 齋藤　俊 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ  0:49:3965 岩手県 陸前高田市
454 村上　雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ  0:49:4366 岩手県 陸前高田市
514 久保田　仁恒 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞﾝｺｳ  0:49:48チームテヅ67 秋田県 仙北市
423 熊谷　哲也 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ  0:49:49チーム　テヅ68 岩手県 盛岡市
529 柿沼　雅一 ｶｷﾇﾏ ﾏｻｲﾁ  0:50:04宮城県利府中学校ＲＣ69 宮城県 仙台市
475 渡邉　輝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ  0:50:13Ｓｏｉ◆Ｇａａ70 新潟県 新潟市
421 尾上　浩 ｵﾉｳｴ ﾋﾛｼ  0:50:2371 岩手県 大船渡市
544 渡辺　厚志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ  0:50:54江刺西風72 岩手県 奥州市
542 引屋敷　努 ﾋｷﾔｼｷ ﾂﾄﾑ  0:51:0373 岩手県 盛岡市
489 髙橋　隆敏 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾄｼ  0:51:2474 岩手県 金ケ崎町
554 齊藤　重貴 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾀｶ  0:51:51齊藤はりきゅう整骨院75 岩手県 北上市
479 西條　正好 ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻﾖｼ  0:51:5476 埼玉県 羽生市
403 高橋　辰也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  0:52:11西和賀マスターズ77 岩手県 北上市
456 藤巻　和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ  0:52:4478 宮城県 角田市
555 佐藤　琢麻 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ  0:52:4579 秋田県 秋田市
540 佐藤　真也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ  0:53:3280 岩手県 平泉町
470 高橋　繁秋 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｱｷ  0:53:44花泉らんらん81 岩手県 一関市
410 阿部　由貴 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ  0:53:51真壁病院82 宮城県 塩釜市
437 佐々木　一仁 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾄ  0:54:02東急大船渡ＪＶ83 岩手県 大船渡市
465 丹野　賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ  0:54:09東北電力ＩＨＭＣ84 宮城県 仙台市
452 阿部　昌弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:54:2985 宮城県 石巻市
491 高橋　学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ  0:54:2986 岩手県 一関市
517 平野　太基 ﾋﾗﾉ ﾀｲｷ  0:54:3787 岩手県 北上市
439 高橋　敏昭 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ  0:54:4588 岩手県 釜石市
474 小泉　祥二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ  0:55:05修行走89 岩手県 盛岡市
427 山口　太門 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ  0:55:12株式会社佐賀組90 岩手県 大船渡市
518 多田　浩則 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ  0:55:1491 岩手県 釜石市
402 阿部　哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ  0:55:16ＨＩＺ92 岩手県 北上市
457 吉永　旭 ﾖｼﾅｶﾞ ｱｷﾗ  0:55:31東急建設93 神奈川県 川崎市
546 松田　基 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｲ  0:55:58ねこの染物屋94 岩手県 盛岡市
505 盛合　秀輝 ﾓﾘｱｲ ﾋﾃﾞｷ  0:56:12ＩＨＭＣ95 岩手県 盛岡市
539 田口　正樹 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｷ  0:56:3996 宮城県 仙台市
472 佐々木　喜之 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ  0:56:4297 岩手県 住田町
493 菊田　清貴 ｷｸﾀ ｷﾖﾀｶ  0:57:03日野トラ98 東京都 日野市
478 菊池　浩光 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ  0:57:20システムベース99 岩手県 北上市
558 高橋　寿 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ  0:57:34ＨＲＡ100 岩手県 紫波町
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527 金子　浩志 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ  0:57:48101 愛知県 蟹江町
431 熊上　亮 ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ  0:57:55チーム・テヅ102 岩手県 大船渡市
521 田村　純 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ  0:58:21ゾエティス103 愛知県 名古屋市
435 照井　秀浩 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞﾋﾛ  0:58:42大船渡ＡＣ104 岩手県 大船渡市
430 金野　道程 ｷﾝﾉ ﾐﾁﾉﾘ  0:58:45ラン・ドリームス105 岩手県 大船渡市
488 大橋　泉之 ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾕｷ  0:58:55106 東京都 小平市
484 松本　守仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ  0:59:08107 岩手県 一関市
417 平川　潤一 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:59:55東急建設株式会社108 宮城県 仙台市
467 阿部　勝彦 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋｺ  1:00:02サンタモニカ109 岩手県 平泉町
447 川村　輝雄 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙｵ  1:00:07110 岩手県 北上市
481 菅沢　徹 ｽｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ  1:00:35111 宮城県 仙台市
550 小野　実 ｵﾉ ﾐﾉﾙ  1:00:59112 宮城県 仙台市
473 所　祐之 ﾄｺﾛ ﾋﾛﾕｷ  1:01:00藤沢市113 神奈川県 大和市
416 菊池　達也 ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ  1:01:09岩手県庁走友会114 岩手県 滝沢市
463 奥田　正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:01:23仙台小林製薬ＲＣ115 宮城県 美里町
556 奥　秀樹 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ  1:01:31116 岩手県 盛岡市
551 軽部　哲男 ｶﾙﾍﾞ ﾃﾂｵ  1:02:02117 埼玉県 さいたま市
434 臼井　進也 ｳｽｲ  1:02:53118 岩手県 陸前高田市
536 久野　貴史 ﾋｻﾉ ﾀｶﾌﾐ  1:03:00119 千葉県 船橋市
534 小林　昌樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ  1:03:15株式会社久留米梱包運輸120 福島県 郡山市
458 金　純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  1:03:24121 岩手県 盛岡市
433 菊地　公明 ｷｸﾁ ｷﾐｱｷ  1:03:48122 岩手県 釜石市
453 菊池　洋 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ  1:03:58ひめかみ病院123 岩手県 滝沢市
533 菊池　康勝 ｷｸﾁ ﾔｽｶﾂ  1:04:01124 岩手県 住田町
553 小林　健 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ  1:04:11125 岩手県 奥州市
444 佐藤　登 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ  1:04:38126 岩手県 陸前高田市
411 金野　雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ  1:04:40モビリアクラブ２０１７127 岩手県 陸前高田市
499 綱田　利勝 ﾂﾅﾀ ﾄｼｶﾂ  1:05:20東北田村工機128 宮城県 大崎市
408 吉田　圧務 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ  1:05:51129 岩手県 宮古市
404 堀江　研二 ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ  1:06:21栗橋郵便局130 埼玉県 加須市
541 熊谷　嘉啓 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋﾛ  1:06:26131 岩手県 一関市
532 藤澤　宏光 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾐﾂ  1:06:50チームテヅ132 岩手県 盛岡市
537 佐藤　実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ  1:06:58走る蕎麦屋133 岩手県 北上市
563 池田　浩幸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:07:13134 宮城県 多賀城市
535 伊藤　正昭 ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ  1:07:35四和会135 宮城県 柴田町
480 高野　勝則 ﾀｶﾉ ｶﾂﾉﾘ  1:08:12136 岩手県 一関市
450 駒場　隆行 ｺﾏﾊﾞ ﾀｶﾕｷ  1:08:15笹間クラブ137 岩手県 花巻市
492 一関　克己 ｲﾁﾉｾｷ ｶﾂﾐ  1:09:04すっとぎＲＣ138 岩手県 宮古市
441 吉原　武志 ﾖｼﾊﾗ ﾀｹｼ  1:09:17三陸ジオパーク139 岩手県 盛岡市
519 角掛　博之 ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ  1:09:43ランナーポン吉140 岩手県 盛岡市
559 後藤　慶太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ  1:10:42141 宮城県 仙台市
413 佐々木　芳範 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  1:14:48新聞掲載を望まない142 岩手県 大船渡市
464 鈴木　健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ  1:14:48目指せホノルル143 岩手県 花巻市
490 竹花　浩二 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｼﾞ  1:15:37144 岩手県 金ケ崎町
523 大場　勝拡 ｵｵﾊﾞ ｶﾂﾋﾛ  1:17:46ケーヒン145 宮城県 利府町
506 三浦　慎也 ﾐｳﾗ ｼﾝﾔ  1:18:43146 埼玉県 川口市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 05／10km 女子 高校生～29歳 00:42:35大会記録：

市区町村県名

1002 野田　栞莉 ﾉﾀﾞ ｼｵﾘ  0:40:58わたなべ脳神経外科1 岩手県 花巻市 新

1001 庄司　夏子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ  0:42:11千葉恵製菓2 岩手県 一関市 新

1006 佐藤　加奈子 ｻﾄｳ ｶﾅｺ  1:01:303 秋田県 秋田市
1005 小野寺　祐希 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｷ  1:10:404 岩手県 奥州市
1004 鈴木　久美 ｽｽﾞｷ ｸﾐ  1:13:405 岩手県 北上市
1003 佐藤　望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ  1:18:436 宮城県 仙台市

Print : 2017/07/16 11:03:12 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 20／3km 小学生男子 4～6年生 00:10:40大会記録：

市区町村県名

3624 花井　統 ﾊﾅｲ ﾂｶｻ  0:10:50サンビレＲＣ1 岩手県 盛岡市
3620 船野　大地 ﾌﾅﾉ ﾀﾞｲﾁ  0:11:28日頃市小学校2 岩手県 大船渡市
3622 和賀　煌生 ﾜｶﾞ ｺｳｷ  0:11:33猿沢小学校3 岩手県 一関市
3610 小田島　慶汰 ｵﾀﾞｼﾏ ｹｲﾀ  0:11:39北上ＪＲＣ4 岩手県 北上市
3605 新沼　櫂我 ﾆｲﾇﾏ ﾄｳｶﾞ  0:11:395 岩手県 大船渡市
3608 山屋　翔 ﾔﾏﾔ ｼｮｳ  0:11:47遠野北小学校6 岩手県 遠野市
3631 古川　陽樹 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ  0:11:47チャグスポ7 岩手県 滝沢市
3603 伊藤　勝悟 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ  0:11:57一関小学校8 岩手県 一関市
3628 中村　聖蓮 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ  0:12:02陸上塾9 岩手県 山田町
3626 宍戸　響 ｼｼﾄﾞ ﾋﾋﾞｷ  0:12:28西白山台小学校10 青森県 八戸市
3625 浜川　柊二 ﾊﾏｶﾜ ｼｭｳｼﾞ  0:12:33リクブ遠野11 岩手県 遠野市
3617 佐々木　太馳 ｻｻｷ ﾀｲﾁ  0:13:03日頃市小学校12 岩手県 大船渡市
3630 佐藤　尊琉 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ  0:13:0513 秋田県 秋田市
3612 白﨑　陽斗 ｼﾗｻｷ ｱｷﾄ  0:13:12猪川小学校14 岩手県 大船渡市
3604 大津　澪生　 ｵｵﾂ ﾘｮｳ  0:13:3915 岩手県 大船渡市
3623 佐々木　緑登 ｻｻｷ ﾘｮｸﾄ  0:13:50有住小学校16 岩手県 住田町
3618 田畑　陽介 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｳｽｹ  0:14:05末崎小学校17 岩手県 大船渡市
3619 菅原　槙人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｷﾄ  0:14:10末崎小学校18 岩手県 大船渡市
3629 久保田　泰晟 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｾｲ  0:14:12黒沢尻北小学校19 岩手県 北上市
3613 米倉　源 ﾖﾈｸﾗ ｹﾞﾝ  0:14:23高松小学校20 岩手県 盛岡市
3606 新沼　櫂里 ﾆｲﾇﾏ ｶｲﾘ  0:14:3821 岩手県 大船渡市
3607 森　悠斗 ﾓﾘ ﾕｳﾄ  0:15:11大船渡北小学校22 岩手県 大船渡市
3611 鈴木　浩紅 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾍﾞﾆ  0:15:35風・虹・紅23 宮城県 大崎市
3621 髙橋　侑琉 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｭｳ  0:17:11仙南ＴＦＣ24 秋田県 美郷町
3614 飯田　凌成 ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ  0:17:55大船渡北小学校25 岩手県 大船渡市
3609 高橋　海翔 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ  0:18:50盛小学校26 岩手県 大船渡市
3615 寺澤　雅人 ﾃﾗｻﾜ ﾏｻﾄ  0:19:24立根小学校27 岩手県 大船渡市
3601 道又　縁 ﾐﾁﾏﾀ ｴﾝ  0:20:1728 岩手県 奥州市
3616 寺澤　健太 ﾃﾗｻﾜ ｹﾝﾀ  0:20:50立根小学校29 岩手県 大船渡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 11／5km 男子 60歳以上 00:18:59大会記録：

市区町村県名

5430 菊池　健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ  0:19:50チーム大吾郎1 岩手県 遠野市
5419 東　昇 ｱｽﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ  0:20:13大船渡ＡＣ2 岩手県 大船渡市
5432 麓　道弘 ﾌﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ  0:20:45大船渡ＡＣ3 岩手県 大船渡市
5414 大和田　昭彦 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｷﾋｺ  0:21:20八幡平市陸協4 岩手県 八幡平市
5403 千田　君男 ﾁﾀﾞ ｷﾐｵ  0:21:515 宮城県 登米市
5420 竹田　正直 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾅｵ  0:22:00４中ＯＢ走友会6 岩手県 盛岡市
5404 伊藤　幹男 ｲﾄｳ ﾐｷｵ  0:22:08宮古楽走クラブ7 岩手県 宮古市
5413 太田　穣二 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ  0:22:218 岩手県 花巻市
5422 芳賀　力一 ﾊｶﾞ ﾘｷｲﾁ  0:23:00高惣建設(株)9 岩手県 
5423 小山　邦彦 ｵﾔﾏ ｸﾆﾋｺ  0:23:21ごっつぉ屋10 岩手県 一関市
5402 吉見　政志 ﾖｼﾐ ﾏｻｼ  0:23:51大槌走友会11 岩手県 大槌町
5401 菅原　芳和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼｶｽﾞ  0:24:27花巻走友会12 岩手県 花巻市
5428 菅原　隆一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｲﾁ  0:24:30後藤工建(株)13 岩手県 一関市
5411 安倍　春男 ｱﾍﾞ ﾊﾙｵ  0:24:4814 宮城県 栗原市
5433 藤本　博道 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ  0:26:13刈和野ランナーズ15 秋田県 大仙市
5431 片岡　満雄 ｶﾀｵｶ ﾐﾂｵ  0:26:16カタクリ16 茨城県 小美玉市
5427 脇山　康伸 ﾜｷﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ  0:26:49銀河の里17 岩手県 花巻市
5418 大和田　拓美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ  0:26:59気仙マスターズ18 岩手県 大船渡市
5405 中野　実 ﾅｶﾉ ﾐﾉﾙ  0:27:1719 宮城県 仙台市
5417 宮沢　金久 ﾐﾔｻﾜ ｶﾈﾋｻ  0:27:5420 岩手県 盛岡市
5410 菊地　一彦 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋｺ  0:28:4621 岩手県 盛岡市
5406 長岡　直人 ﾅｶﾞｵｶ ﾅｵﾄ  0:29:13釜石はせっぺす22 岩手県 釜石市
5421 及川　政喜 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ  0:29:5923 岩手県 奥州市
5407 山中　素久 ﾔﾏﾅｶ ﾓﾄﾋｻ  0:30:05花巻走友会24 岩手県 花巻市
5429 伊東　俊一 ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ  0:30:3825 岩手県 一関市
5426 小林　文男 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ  0:31:5926 岩手県 奥州市
5424 磯﨑　善雄 ｲｿｻｷ ﾖｼｵ  0:33:07石巻人27 宮城県 石巻市
5409 菅　良弘 ｽｶﾞ ﾖｼﾋﾛ  0:41:3528 秋田県 湯沢市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 21／3km 小学生女子 4～6年生 00:10:45大会記録：

市区町村県名

3719 馬場　理奈 ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ  0:10:51鶴城小学校1 福島県 会津若松市
3720 川原　詩夕 ｶﾜﾊﾗ ｼﾕﾙ  0:11:40陸上塾2 岩手県 盛岡市
3718 多田　凪沙 ﾀﾀﾞ ﾅｷﾞｻ  0:12:13江釣子小学校3 岩手県 北上市
3723 小西　真央 ｺﾆｼ ﾏｵ  0:12:17立根小学校4 岩手県 大船渡市
3712 新沼　杏珠 ﾆｲﾇﾏ ｱｽﾞ  0:12:46日頃市小学校5 岩手県 大船渡市
3728 鎌田　優妃 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾋ  0:12:54桜台小学校6 岩手県 花巻市
3726 小濱　亜子 ｺﾊﾏ ｱｺ  0:13:43猪川小学校7 岩手県 大船渡市
3717 高橋　乃愛 ﾀｶﾊｼ ﾉｱ  0:13:45名取市8 宮城県 名取市
3714 佐々木　結彩 ｻｻｷ ﾕｲ  0:14:029 岩手県 宮古市
3713 木下　彩音 ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾈ  0:14:09猪川小学校10 岩手県 大船渡市
3708 上部　歩穂 ｳﾜﾍﾞ ﾎﾎ  0:14:11立根小学校11 岩手県 大船渡市
3711 赤間　月乃 ｱｶﾏ ﾂｷﾉ  0:14:2812 岩手県 大船渡市
3701 山口　果恋 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾚﾝ  0:14:3613 岩手県 宮古市
3709 飯田　梨乃 ｲｲﾀﾞ ﾘﾉ  0:14:40大船渡北小学校14 岩手県 大船渡市
3702 平田　愛夏 ﾋﾗﾀ ｱｲｶ  0:15:03小佐野小学校15 岩手県 釜石市
3706 佐藤　百合空 ｻﾄｳ ﾘﾘｱ  0:15:17猪川小学校16 岩手県 大船渡市
3710 金野　紗弓 ｷﾝﾉ ｻﾕﾐ  0:16:20猪川小学校17 岩手県 大船渡市
3707 長岩　真子 ﾅｶﾞｲﾜ ﾏｺ  0:16:23盛小学校18 岩手県 大船渡市
3724 大瀧　愛梨 ｵｵﾀｷ ｱｲﾘ  0:16:3019 岩手県 花巻市
3715 神久保　恋華 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ﾚﾝｶ  0:16:3120 岩手県 滝沢市
3725 大瀧　陽愛 ｵｵﾀｷ ﾋﾅ  0:16:5321 岩手県 花巻市
3705 村上　佳恋 ﾑﾗｶﾐ ｶﾚﾝ  0:16:59大船渡北小学校22 岩手県 大船渡市
3727 千葉　瑞生 ﾁﾊﾞ ﾐｽﾞｷ  0:17:4423 岩手県 金ケ崎町
3703 熊倉　優羽 ｸﾏｸﾗ ﾕｳ  0:19:3824 岩手県 大船渡市
3716 畑野　寧音 ﾊﾀﾉ ﾈﾈ  0:23:26越喜来小学校25 岩手県 大船渡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 01／10km 高校生男子 00:35:07大会記録：

市区町村県名

3 鈴木　浩風 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｾﾞ  0:33:16風・虹・紅1 宮城県 大崎市 新

12 千葉　洸汰 ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ  0:33:34大船渡東高校2 岩手県 大船渡市 新

20 菅田　和馬 ｽｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ  0:34:19専修大学北上高校3 岩手県 遠野市 新

22 村田　涼輔 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ  0:35:304 岩手県 雫石町
1 髙橋　裕雅 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶﾞ  0:35:44専修大学北上高校5 岩手県 西和賀町
11 菊地　暖 ｷｸﾁ ｱﾂｼ  0:35:48大船渡東高校6 岩手県 大船渡市
19 伊比　朗 ｲﾋ ｱｷﾗ  0:35:51気仙沼西高校7 宮城県 気仙沼市
9 中田　優佑 ﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ  0:36:46大船渡東高校8 岩手県 大船渡市
2 金野　竜大 ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀﾞｲ  0:37:44大船渡高校9 岩手県 陸前高田市
8 千葉　俊佑 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ  0:37:46大船渡東高校10 岩手県 大船渡市
6 吉田　宜永 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾅｶﾞ  0:37:52大船渡高校11 岩手県 大船渡市
7 平田　峻士 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ  0:38:17大船渡高校12 岩手県 大船渡市
17 畠山　竣介 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ  0:38:33東陵高校13 宮城県 気仙沼市
14 新沼　宏典 ﾆｲﾇﾏ ｺｳｽｹ  0:38:45大船渡高校14 岩手県 大船渡市
15 森　飛竜 ﾓﾘ ﾋﾘｭｳ  0:39:31大船渡高校15 岩手県 大船渡市
5 鈴木　唯斗 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ  0:40:19気仙沼西高校16 宮城県 気仙沼市
10 大山　友樹 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｷ  0:41:07大船渡東高校17 岩手県 住田町
16 川村　雅直 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾅｵ  0:44:0218 宮城県 気仙沼市
21 菅原　悠人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ  0:44:3519 岩手県 一関市
4 菊地　竜人 ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ  0:45:07岩谷堂高校20 岩手県 奥州市
18 畠山　太陽 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾖｳ  0:45:27気仙沼西高校21 宮城県 気仙沼市
23 千葉　陽人 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ  0:54:2522 岩手県 金ケ崎町
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 17／3km 女子 高校生以上 00:11:01大会記録：

市区町村県名

3205 佐藤　葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ  0:10:571 岩手県 一関市 新

3213 新田　彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ  0:13:022 岩手県 花巻市
3210 荒川　梨乃 ｱﾗｶﾜ ﾘﾉ  0:13:57盛岡商業高校3 岩手県 盛岡市
3214 今野　瑠美 ｺﾝﾉ ﾙﾐ  0:14:104 岩手県 奥州市
3212 花井　美江 ﾊﾅｲ ﾖｼｴ  0:15:055 岩手県 盛岡市
3201 平田　正恵 ﾋﾗﾀ ﾏｻｴ  0:16:236 岩手県 釜石市
3207 花坂　律子 ﾊﾅｻｶ ﾘﾂｺ  0:16:577 岩手県 滝沢市
3209 小松　広子 ｺﾏﾂ ﾋﾛｺ  0:16:58吉浜中学校8 岩手県 大船渡市
3206 菅生　瑛莉奈 ｽｺﾞｳ ｴﾘﾅ  0:17:01北上翔南高校9 岩手県 花巻市
3203 鈴木　優希 ｽｽﾞｷ ﾕｷ  0:17:0610 岩手県 盛岡市
3208 米澤　香奈 ﾖﾈｻﾜ ｶﾅ  0:17:0811 岩手県 大船渡市
3204 伊藤　こずえ ｲﾄｳ ｺｽﾞｴ  0:20:5412 岩手県 大船渡市
3211 大橋　久枝 ｵｵﾊｼ ﾋｻｴ  0:22:0813 東京都 小平市
3202 新沼　春美 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾙﾐ  0:23:4014 岩手県 大船渡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 19／3km 中学生女子 00:10:16大会記録：

市区町村県名

3402 菅田　詩織 ｽｶﾞﾀ ｼｵﾘ  0:11:37遠野中学校1 岩手県 遠野市
3401 三浦　環 ﾐｳﾗ ﾒｸﾞﾙ  0:11:53越喜来中学校2 岩手県 大船渡市
3427 嶋　幸歩 ｼﾏ ﾕｷﾎ  0:13:16吉浜中学校3 岩手県 大船渡市
3422 欠畑　瑠妃 ｶｹﾊﾀ ﾙｷ  0:13:17吉浜中学校4 岩手県 大船渡市
3425 佐藤　亜夕 ｻﾄｳ ｱﾕ  0:13:21吉浜中学校5 岩手県 大船渡市
3406 村上　凜 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ  0:13:27日頃市中学校6 岩手県 大船渡市
3428 大森　若葉 ｵｵﾓﾘ ﾜｶﾊﾞ  0:13:32吉浜中学校7 岩手県 大船渡市
3423 岡﨑　美希 ｵｶｻﾞｷ ﾐｷ  0:13:36吉浜中学校8 岩手県 大船渡市
3429 高橋　真実 ﾀｶﾊｼ ﾏﾐ  0:13:37吉浜中学校9 岩手県 大船渡市
3408 村上　葵 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ  0:13:44日頃市中学校10 岩手県 大船渡市
3409 川内　梨渚 ｶﾜｳﾁ ﾘﾅ  0:14:24日頃市中学校11 岩手県 大船渡市
3424 小坪　由茉 ｺﾂﾎﾞ ﾕﾏ  0:14:33吉浜中学校12 岩手県 大船渡市
3404 川内　未来 ｶﾜｳﾁ ﾐﾗｲ  0:14:45日頃市中学校13 岩手県 大船渡市
3413 新沼　風美 ﾆｲﾇﾏ ﾌﾐ  0:14:53日頃市中学校14 岩手県 大船渡市
3412 互野　陽 ﾀｶﾞｲﾉ ﾐﾅﾐ  0:14:57日頃市中学校15 岩手県 大船渡市
3411 鈴木　愛美 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ  0:15:17日頃市中学校16 岩手県 大船渡市
3417 小坪　千聖 ｺﾂﾎﾞ ﾁｻﾄ  0:15:17吉浜中学校17 岩手県 大船渡市
3426 吉田　百花 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｶ  0:15:54吉浜中学校18 岩手県 大船渡市
3430 小坪　莉奈 ｺﾂﾎﾞ ﾘﾅ  0:16:03吉浜中学校19 岩手県 大船渡市
3416 菊地　留香 ｷｸﾁ ﾙｶ  0:16:24吉浜中学校20 岩手県 大船渡市
3410 鈴木　花琳 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ  0:16:38日頃市中学校21 岩手県 大船渡市
3421 山内　朱莉 ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾘ  0:16:55吉浜中学校22 岩手県 大船渡市
3420 道下　朱理 ﾐﾁｼﾀ ｱｶﾘ  0:17:22吉浜中学校23 岩手県 大船渡市
3414 三条　真歩 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾏﾎ  0:18:04日頃市中学校24 岩手県 大船渡市
3419 佐々木　愛梨 ｻｻｷ ｱｲﾘ  0:18:21吉浜中学校25 岩手県 大船渡市
3418 今野　絢菜 ｺﾝﾉ ｱﾔﾅ  0:18:22吉浜中学校26 岩手県 大船渡市
3405 新沼　奈央 ﾆｲﾇﾏ ﾅｵ  0:19:05日頃市中学校27 岩手県 大船渡市
3415 佐藤　優月 ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ  0:19:42日頃市中学校28 岩手県 大船渡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 02／10km 男子 18～39歳 00:29:42大会記録：

市区町村県名

266 熊谷　光 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ  0:31:54ラフィネ1 東京都 渋谷区
258 山崎　幸一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:36:22そたくらぶ2 岩手県 奥州市
202 菊池　諒介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ  0:36:27北上市陸協3 岩手県 北上市
269 藤原　孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ  0:36:534 東京都 港区
243 髙橋　時智 ﾀｶﾊｼ ﾄｷﾉﾘ  0:36:56トヨタ東日本5 岩手県 金ケ崎町
244 畠山　泰成 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ  0:37:13大船渡陸上倶楽部6 岩手県 盛岡市
231 千田　翔平 ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  0:37:39大船渡陸上倶楽部7 岩手県 大船渡市
237 平山　貴士 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  0:37:40ホルツ8 岩手県 盛岡市
204 金野　拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ  0:37:45大船渡陸上倶楽部9 岩手県 大船渡市
207 髙橋　政好 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ  0:37:48森山クラブ10 岩手県 金ケ崎町
228 佐藤　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ  0:38:02南部鉄工建設11 岩手県 一関市
225 佐藤　陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ  0:39:20宮古ＡＣ12 宮城県 仙台市
213 鹿糠　広行 ｶﾇｶ ﾋﾛﾕｷ  0:39:5313 岩手県 岩泉町
236 嶋田　宏章 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  0:40:15ＥＮ大塚製薬14 岩手県 花巻市
261 懸田　正之 ｶｹﾀ ﾏｻﾕｷ  0:40:3915 岩手県 奥州市
221 三浦　勇樹 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ  0:41:38石巻白楊クラブ16 宮城県 石巻市
250 堀口　智彦 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ  0:41:57埼玉県庁17 福島県 南相馬市
249 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:43:0418 岩手県 奥州市
275 菊池　直樹 ｷｸﾁ ﾅｵｷ  0:43:5019 岩手県 北上市
255 藤田　長英 ﾌｼﾞﾀ ﾁｮｳｴｲ  0:44:01弘前自衛隊20 青森県 弘前市
229 佐藤　善智 ｻﾄｳ ﾖｼﾄﾓ  0:44:1821 岩手県 大船渡市
222 夕向　政広 ﾕｳﾑｷ ﾏｻﾋﾛ  0:44:5722 岩手県 盛岡市
280 木村　怜 ｷﾑﾗ ﾚｲ  0:45:32ＴＥＡＭ小田島23 岩手県 奥州市
240 北岡　佑輝 ｷﾀｵｶ ﾕｳｷ  0:45:3824 岩手県 大船渡市
262 永井　竜司 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ  0:45:4925 静岡県 御殿場市
282 鈴木　諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ  0:45:56ミズボエンジニアリング26 岩手県 大船渡市
205 岩脇　幸平 ｲﾜﾜｷ ｺｳﾍｲ  0:46:55ランドリームス～舞～27 岩手県 大船渡市
264 高橋　健也 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾔ  0:46:56徳岡クラブ28 岩手県 奥州市
220 成田　貴 ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ  0:47:0229 宮城県 登米市
232 八重樫　栄 ﾔｴｶﾞｼ ｻｶｴ  0:47:1230 岩手県 北上市
238 佐々木　竜一 ｻｻｷ ﾘｭｳｲﾁ  0:47:20釜石のぞみ病院31 岩手県 住田町
211 小野寺　卓 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸ  0:47:27ＴＡＫＡＨＩＲＯ　ＲＣ32 岩手県 一関市
251 大村　毅 ｵｵﾑﾗ ﾂﾖｼ  0:47:4833 岩手県 奥州市
206 高橋　康則 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ  0:47:51ランドリームス～舞～34 岩手県 大船渡市
239 佐藤　大樹 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:47:5535 岩手県 盛岡市
241 遠藤　秀一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ  0:48:1636 岩手県 盛岡市
242 千葉　晃文 ﾁﾊﾞ ｱｷﾌﾐ  0:48:21東日本興業37 宮城県 仙台市
227 千葉　貴明 ﾁﾊﾞ ﾀｶｱｷ  0:48:2538 岩手県 北上市
259 鈴木　善智 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ  0:49:1439 岩手県 奥州市
252 梶原　涼 ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ  0:49:15完全年笑40 宮城県 大和町
270 勝部　祐也 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾔ  0:49:43県南広域振興局41 岩手県 一関市
276 阿部　耕尋 ｱﾍﾞ ｺｳﾋﾛ  0:50:0042 宮城県 気仙沼市
245 根子　祐也 ﾈｺ ﾕｳﾔ  0:50:03笹間Ｆ４43 岩手県 花巻市
247 千田　忍 ﾁﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ  0:51:32千田工務店44 岩手県 北上市
246 佐々木　俊彦 ｻｻｷ ﾄｼﾋｺ  0:51:44サンセイイサワ45 岩手県 奥州市
279 菅原　将樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ  0:51:59沿岸局産業革新チーム46 岩手県 釜石市
268 及川　智仁 ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾄ  0:55:25キャン玉剣太郎47 宮城県 仙台市
224 児玉　克史 ｺﾀﾞﾏ ｶﾂｼ  0:55:5248 宮城県 大郷町
271 石垣　幸 ｲｼｶﾞｷ ｺｳ  0:56:1649 埼玉県 鴻巣市
233 関根　智之 ｾｷﾈ ﾄﾓﾕｷ  0:57:2150 沖縄県 那覇市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 02／10km 男子 18～39歳 00:29:42大会記録：

市区町村県名

216 中村　有希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ  0:58:06東急建設㈱宮古北作業所51 岩手県 宮古市
203 千田　寛希 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ  1:00:1952 岩手県 奥州市
226 志田　真俊 ｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ  1:00:5753 岩手県 大船渡市
281 小田島　淳 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ  1:01:21ミズボエンジニアリング54 岩手県 奥州市
208 佐藤　諒 ｻﾄｳ ﾘｮｳ  1:01:4155 岩手県 北上市
278 山本　順一 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ  1:02:3856 岩手県 大船渡市
210 本多　悠人 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ  1:03:44東急大船渡ＪＶ57 岩手県 大船渡市
219 大槻　建 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ  1:03:47東急建設㈱宮古北作業所58 岩手県 宮古市
283 千田　大樹 ﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ  1:05:53ＴＥＡＭ小田島59 岩手県 奥州市
218 金子　貴裕 ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ  1:06:49東急建設㈱宮古北作業所60 岩手県 宮古市
256 蛯名　正司 ｴﾋﾞﾅ ｼｮｳｼﾞ  1:08:3061 岩手県 一関市
284 小林　央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｶﾊﾞ  1:08:35イーエヌ大塚製薬ＲＣ62 岩手県 花巻市
215 菅原　健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ  1:09:27東急建設㈱宮古北作業所63 岩手県 宮古市
212 佐藤　毅直 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ  1:09:3964 岩手県 大船渡市
274 伊勢　雅信 ｲｾ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:11:4165 宮城県 気仙沼市
273 内田　亜輝 ｳﾁﾀﾞ ｱｷ  1:13:28東急建設（株）66 山梨県 富士吉田市
230 田中　俊 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ  1:13:5867 宮城県 大崎市
209 陶山　直人 ｽﾔﾏ ﾅｵﾄ  1:14:50東急大船渡ＪＶ68 岩手県 大船渡市
217 川崎　慎矢 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾔ  1:15:45東急建設㈱宮古北作業所69 岩手県 宮古市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 06／10km 女子 30～45歳 00:37:36大会記録：

市区町村県名

1212 大瀧　あすか ｵｵﾀｷ ｱｽｶ  0:41:371 岩手県 花巻市
1203 五十嵐　妙子 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｴｺ  0:42:01登米市民病院2 宮城県 登米市
1202 菅原　めぐみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ  0:42:55胆沢南走会3 岩手県 奥州市
1204 高舘　民子 ﾀｶﾀﾞﾃ ﾀﾐｺ  0:46:40花巻走友会4 岩手県 花巻市
1216 田中　育美 ﾀﾅｶ ｲｸﾐ  0:50:545 岩手県 盛岡市
1208 羽石　美有紀 ﾊﾈｲｼ ﾐﾕｷ  0:50:55三ヶ尻走友会6 岩手県 金ケ崎町
1211 高橋　かほり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ  0:51:537 岩手県 花巻市
1209 髙橋　京子 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ  0:54:198 岩手県 金ケ崎町
1206 藤井　和佳子 ﾌｼﾞｲ ﾜｶｺ  0:58:449 岩手県 花巻市
1210 早坂　詩乃 ﾊﾔｻｶ ｼﾉ  1:01:46セントラル南小泉10 宮城県 仙台市
1213 紀田　友枝 ｷﾀﾞ ﾄﾓｴ  1:04:4111 岩手県 盛岡市
1201 高橋　正記子 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｺ  1:10:2012 岩手県 奥州市

Print : 2017/07/16 11:03:47 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属クラブ名

第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 09／5km 男子 18～39歳 00:16:25大会記録：

市区町村県名

5019 小元　健 ｵﾓﾄ ｹﾝ  0:16:22ＭＡＸ1 福島県 南相馬市 新

5015 高橋　祐輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ  0:16:26大船渡陸上倶楽部2 岩手県 釜石市
5008 菊池　俊孝 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ  0:16:32チームだいごろー3 岩手県 遠野市
5032 小野寺　元気 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ  0:16:33気仙沼Ｔ＆Ｆなんちゃら4 岩手県 一関市
5022 林　克博 ﾊﾔｼ ｶﾂﾋﾛ  0:16:35花巻ＡＣ5 岩手県 花巻市
5034 佐々木　慶徳 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  0:16:41一関ＡＣ6 岩手県 一関市
5026 及川　公章 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｱｷ  0:16:46石巻ＲＣ7 福島県 福島市
5043 安倍　優文 ｱﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ  0:16:59気仙沼向洋ＡＣ8 宮城県 気仙沼市
5041 佐々木　周作 ｻｻｷ ｼｭｳｻｸ  0:17:18大船渡陸上倶楽部9 岩手県 大船渡市
5016 佐藤　圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ  0:17:37本宮市役所10 福島県 本宮市
5023 早田　洋平 ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ  0:17:39相馬市役所11 福島県 相馬市
5044 五十嵐　大輔 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｽｹ  0:17:56谷地保険事務所12 山梨県 北杜市
5025 石母田　拓也 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ  0:18:15ＮＲＣ13 岩手県 一関市
5009 中里　俊彦 ﾅｶｻﾄ ﾄｼﾋｺ  0:18:49ジュビロＲＣ14 岩手県 宮古市
5030 藤田　洸 ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾙ  0:19:00（株）川喜15 岩手県 釜石市
5035 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  0:19:14江刺西風16 岩手県 奥州市
5014 木田　和也 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  0:19:3517 岩手県 一関市
5017 新沼　勝利 ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ  0:19:57大船渡ＡＣ18 岩手県 大船渡市
5037 小向　瑞樹 ｺﾑｶｲ ﾐｽﾞｷ  0:20:4319 宮城県 気仙沼市
5040 細谷　昭平 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ  0:21:0520 岩手県 陸前高田市
5033 小西　将介 ｺﾆｼ ｼｮｳｽｹ  0:21:3021 岩手県 一関市
5018 菊池　広美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ  0:22:0622 岩手県 奥州市
5007 クルーズ　ダニエル ｸﾙｰｽﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ  0:23:2223 岩手県 大船渡市
5005 中村　彰太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ  0:23:5424 岩手県 大船渡市
5002 及川　知貴 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｷ  0:24:0325 岩手県 奥州市
5004 杉野　宗太 ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ  0:24:17東急大船渡ＪＶ26 岩手県 大船渡市
5024 鈴木　秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:25:1127 岩手県 大船渡市
5003 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  0:25:2028 岩手県 盛岡市
5027 福原　利明 ﾌｸﾊﾗ ﾄｼｱｷ  0:25:4129 岩手県 大船渡市
5006 齋藤　孝太郎 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ  0:25:56ＳＧ　ＨＯＵＳＥ30 岩手県 大船渡市
5036 及川　亮 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳ  0:26:0331 岩手県 奥州市
5010 星　宏明 ﾎｼ ﾋﾛｱｷ  0:26:10東急建設㈱宮古北作業所32 岩手県 宮古市
5012 赤井畑　浩樹 ｱｶｲﾊﾀ ﾋﾛｷ  0:27:54東急建設㈱宮古北作業所33 岩手県 宮古市
5028 齋藤　智 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ  0:29:06スイーツマラソン部34 宮城県 石巻市
5042 生田　輝久 ｲｸﾀ ﾃﾙﾋｻ  0:29:10沿岸局産業革新チーム35 岩手県 釜石市
5020 岩堀　亮 ｲﾜﾎﾘ ﾘｮｳ  0:30:26東急建設株式会社36 宮城県 仙台市
5021 浅野　遵 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ  0:30:3437 埼玉県 上尾市
5039 佐々木　厚 ｻｻｷ ｱﾂｼ  0:31:2638 岩手県 花巻市
5011 南里　優輝 ﾅﾝﾘ ﾕｳｷ  0:31:29東急建設㈱宮古北作業所39 岩手県 宮古市
5031 春日　貴言 ｶｽｶﾞ ﾀｶﾕｷ  0:35:3240 宮城県 仙台市
5038 児玉　琢哉 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ  0:37:3141 岩手県 釜石市
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 18／3km 中学生男子 00:09:12大会記録：

市区町村県名

3324 内山　大輔 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ  0:09:37麻溝台中学校1 神奈川県 相模原市
3323 竹林　慧太 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ  0:09:50相原中学校2 神奈川県 相模原市
3308 菊池　柊平 ｷｸﾁ ｼｭｳﾍｲ  0:09:54遠野中学校3 岩手県 遠野市
3306 菊池　優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ  0:10:03遠野中学校4 岩手県 遠野市
3307 花輪　大輔 ﾊﾅﾜ ﾀﾞｲｽｹ  0:10:07遠野中学校5 岩手県 遠野市
3319 猪股　祥大 ｲﾉﾏﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ  0:10:39日頃市中学校6 岩手県 大船渡市
3331 渡邉　英樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ  0:10:41吉浜中学校7 岩手県 大船渡市
3329 木村　爽太郎 ｷﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ  0:10:44吉浜中学校8 岩手県 大船渡市
3328 白木澤　耕 ｼﾛｷｻﾞﾜ ｺｳ  0:11:36吉浜中学校9 岩手県 大船渡市
3344 髙橋　桜汰 ﾀｶﾊｼ ｵｳﾀ  0:11:42金ケ崎中10 岩手県 金ケ崎町
3338 南羽　善生 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼｷ  0:12:04吉浜中学校11 岩手県 大船渡市
3340 道下　大成 ﾐﾁｼﾀ ﾀｲｾｲ  0:12:16吉浜中学校12 岩手県 大船渡市
3315 新沼　孟大 ﾆｲﾇﾏ ﾓﾄｷ  0:12:23日頃市中学校13 岩手県 大船渡市
3339 松田　峻 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝ  0:12:26吉浜中学校14 岩手県 大船渡市
3337 千葉　陽和 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ  0:12:42吉浜中学校15 岩手県 大船渡市
3343 夏井　天夢 ﾅﾂｲ ﾃﾝﾑ  0:12:46サンビレＲＣ16 岩手県 一戸町
3320 近江　優生 ｵｵﾐ ﾕｳｾｲ  0:12:47日頃市中学校17 岩手県 大船渡市
3322 新沼　拓生 ﾆｲﾇﾏ ﾀｸｵ  0:12:50日頃市中学校18 岩手県 大船渡市
3336 菅生　晴輝 ｽｺﾞｳ ﾊﾙｷ  0:12:51吉浜中学校19 岩手県 大船渡市
3313 佐々木　大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ  0:12:52日頃市中学校20 岩手県 大船渡市
3333 柏崎　拓実 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ  0:12:52吉浜中学校21 岩手県 大船渡市
3314 新沼　颯一郎 ﾆｲﾇﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ  0:12:53日頃市中学校22 岩手県 大船渡市
3310 菅原　翔太 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳﾀ  0:12:5623 岩手県 金ケ崎町
3327 菊池　健太 ｷｸﾁ ｹﾝﾀ  0:13:03吉浜中学校24 岩手県 大船渡市
3334 菊地　大夢 ｷｸﾁ ﾀｲﾑ  0:13:05吉浜中学校25 岩手県 大船渡市
3330 千葉　大夢 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾑ  0:13:13吉浜中学校26 岩手県 大船渡市
3311 野月平　快士 ﾉﾂｷﾀｲﾗ ｶｼﾞ  0:13:1427 岩手県 矢巾町
3335 佐藤　海星 ｻﾄｳ ｶｲｾｲ  0:13:15吉浜中学校28 岩手県 大船渡市
3341 渡邉　元樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ  0:13:50吉浜中学校29 岩手県 大船渡市
3321 佐藤　幹太 ｻﾄｳ ｶﾝﾀ  0:13:52日頃市中学校30 岩手県 大船渡市
3309 田畑　奨太朗 ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:14:13末崎中学校31 岩手県 大船渡市
3316 新沼　怜大 ﾆｲﾇﾏ ﾚｵ  0:14:14日頃市中学校32 岩手県 大船渡市
3332 岡﨑　海樹 ｵｶｻﾞｷ ｶｲｷ  0:14:26吉浜中学校33 岩手県 大船渡市
3326 加藤　晴彦 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋｺ  0:14:34吉浜中学校34 岩手県 大船渡市
3325 岡﨑　海斗 ｵｶｻﾞｷ ｶｲﾄ  0:14:34吉浜中学校35 岩手県 大船渡市
3305 鈴木　浩虹 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾆｼﾞ  0:14:43風・虹・紅36 宮城県 大崎市
3304 畑中　柾樹 ﾊﾅﾀｶ ﾏｻｷ  0:15:40気仙光陵支援学校37 岩手県 大船渡市
3317 平山　琉仁 ﾋﾗﾔﾏ ﾘｭｳﾄ  0:17:08日頃市中学校38 岩手県 大船渡市
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