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5090 大橋　真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ  0:32:27石巻市役所1 宮城県石巻市

5104 澤村　和友 ｻﾗﾑﾗ ｶｽﾞﾄﾓ  0:33:41トヨタ東日本2 岩手県北上市

5095 佐藤　智弥 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ  0:34:153 岩手県奥州市

5177 阿部　清孝 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ  0:34:214 岩手県滝沢市

5107 小野寺　裕太郎 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾀﾛｳ  0:34:32一関市役所5 岩手県一関市

5115 阿部　真哉 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ  0:35:24チームアテルイ6 岩手県奥州市

5075 佐藤　潤 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:36:15チームアテルイ7 岩手県奥州市

5159 小野寺　敬 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ  0:36:398 岩手県一関市

5106 佐々木　豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ  0:36:579 岩手県奥州市

5163 阿部　稔 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ  0:37:03アテルイ10 岩手県奥州市

5167 安藤　高嗣 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ  0:37:23第４航空団11 宮城県東松島市

5082 小野　湧貴 ｵﾉ ﾕｳｷ  0:37:4112 岩手県奥州市

5211 佐藤　泰 ｻﾄｳ ﾔｽｼ  0:37:56ツガワ13 岩手県奥州市

5247 平山　貴士 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  0:38:16ホルツ14 岩手県盛岡市

5052 阿部　隆史 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ  0:38:18いわて徳田っコ15 岩手県矢巾町

5071 村上　秀樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｷ  0:38:50第２ブナの木園16 岩手県一関市

5148 高野　和文 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ  0:39:11矢巾町陸協17 岩手県矢巾町

5101 齊藤　翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ  0:39:1118 岩手県奥州市

5221 阿部　学 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ  0:39:13森山クラブ19 岩手県北上市

5085 張磨　陽祐 ﾊﾘﾏ ﾖｳｽｹ  0:39:14岩手大学走友会20 岩手県盛岡市

5186 千葉　和 ﾁﾊﾞ ﾜﾀﾙ  0:39:1421 岩手県軽米町

5204 金野　拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ  0:39:18大船渡陸上22 岩手県釜石市

5132 菊池　史哉 ｷｸﾁ ﾌﾐﾔ  0:39:3723 神奈川県相模原市

5216 菊地　央 ｷｸﾁ ﾋｻｼ  0:41:04ＴＥＡＭ３２２24 東京都北区

5175 石母田　拓也 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ  0:41:09ＮＲＣ25 岩手県一関市

5112 今田　吏 ｲﾏﾀ ﾂｶｻ  0:41:3726 岩手県盛岡市

5192 阿部　洋己 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ  0:41:4227 宮城県東松島市

5128 小原　貴之 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾕｷ  0:41:46クラシタス28 岩手県北上市

5180 下田　瞬 ｼﾓﾀﾞ ｼｭﾝ  0:42:32酒ＲＵＮ29 岩手県盛岡市

5056 小野　悟志 ｵﾉ  0:42:5830 岩手県盛岡市

5203 岩清水　紀宏 ｲﾜｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ  0:43:4631 岩手県花巻市

5241 小林　克行 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ  0:44:31ＴＭＬ32 宮城県仙台市

5121 福士　翔太 ﾌｸｼ ｼｮｳﾀ  0:45:1033 岩手県一関市

5197 及川　隆行 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾕｷ  0:45:21ランぼるぎーに34 岩手県一関市

5236 高橋　健也 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾔ  0:45:26徳岡クラブ35 岩手県奥州市

5100 中沢　翔馬 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ  0:45:31宮古ＡＣ36 岩手県宮古市

5091 髙橋　直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ  0:45:4437 岩手県一関市

5087 佐藤　颯斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ  0:46:02岩手県警察38 岩手県一関市

5171 山中　洋介 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳｽｹ  0:46:5839 宮城県仙台市

5184 小野寺　大和 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔﾏﾄ  0:47:03岩手銀行40 岩手県奥州市

5169 菊地　晴貴 ｷｸﾁ ﾊﾙｷ  0:47:17ＴＥＲ41 岩手県奥州市

5096 藤原　幹伍 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝｺﾞ  0:47:27上野中学校教員42 岩手県金ケ崎町

5138 井上　拓巳 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ  0:47:41森山クラブ43 岩手県奥州市

5116 大沼　知義 ｵｵﾇﾏ ﾄﾓﾉﾘ  0:47:4844 岩手県花巻市

5155 及川　奨 ｵｲｶﾜ ｼｮｳ  0:48:02玉里体協45 岩手県奥州市

5126 千葉　貴明 ﾁﾊﾞ ﾀｶｱｷ  0:48:1546 岩手県北上市

5103 木村　竜徳 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾉﾘ  0:48:1647 宮城県仙台市

5198 菊池　雅和 ｷｸﾁ ﾏｻｶｽﾞ  0:48:2048 岩手県北上市

5190 今野　英樹 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ  0:48:2249 宮城県仙台市

5240 佐藤　庄一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ  0:48:29酒ＲＵＮ50 岩手県盛岡市
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5083 高橋　祥平 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ  0:48:32東北電力51 岩手県奥州市

5065 多田　幸悦 ﾀﾀﾞ  0:48:34チーム石上52 岩手県遠野市

5206 佐藤　伸太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ  0:48:49秋田走風水流53 秋田県秋田市

5147 伊藤　盛彦 ｲﾄｳ ﾓﾘﾋｺ  0:49:00西和賀走友会54 岩手県一関市

5253 後藤　政宣 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ  0:49:3055 宮城県仙台市

5076 鳥海　敬之 ﾁｮｳｶｲ ﾀｶﾕｷ  0:49:48（株）岩手銀行56 岩手県奥州市

5181 鈴木　善智 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ  0:49:4957 岩手県奥州市

5079 折居　涼 ｵﾘｲ ﾘｮｳ  0:49:57北上市陸協58 岩手県北上市

5057 渡辺　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ  0:50:26千住電子工業59 岩手県一関市

5172 菅原　武 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹｼ  0:50:5760 岩手県一関市

5232 庄子　勝幸 ｼｮｳｼﾞ ｶﾂﾕｷ  0:50:59チームショウジ61 宮城県仙台市

5097 岡﨑　惇朗 ｵｶｻﾞｷ ｱﾂﾛｳ  0:51:0962 岩手県奥州市

5230 菅原　雄介 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ  0:51:2863 岩手県北上市

5212 阿部　浩和 ｱﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ  0:51:5064 岩手県北上市

5154 今野　暢也 ｺﾝﾉ ﾉﾌﾞﾔ  0:52:1465 岩手県奥州市

5200 餘目　勝次 ｱﾏﾙﾒ ｶﾂｼﾞ  0:52:2066 岩手県平泉町

5077 麥澤　敏也 ﾑｷﾞｻﾜ ﾄｼﾔ  0:52:24（株）岩手銀行67 岩手県金ケ崎町

5222 金澤　史記 ｶﾅｻﾞﾜ ﾌﾐﾉﾘ  0:52:37北上市役所68 岩手県奥州市

5145 戸田　友太 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾀ  0:52:3869 岩手県奥州市

5224 伊藤　将光 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾂ  0:52:4770 岩手県北上市

5242 久光　貴幸 ﾋｻﾐﾂ ﾀｶﾕｷ  0:52:53四池さん71 宮城県大崎市

5108 千葉　雄二 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ  0:53:0072 岩手県一関市

5223 三浦　聡 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ  0:53:2173 宮城県登米市

5208 菅原　剛志 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹｼ  0:53:24一関ヒロセ電機74 岩手県奥州市

5205 華園　晃 ﾊﾅｿﾞﾉ ｱｷﾗ  0:53:5675 秋田県秋田市

5202 柴田　貴之 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ  0:53:59湖心亭76 秋田県大仙市

5099 沢崎　達彦 ｻﾜｻｷ ﾀﾂﾋｺ  0:54:03居酒屋だいえん77 岩手県盛岡市

5146 三浦　健太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  0:54:10赤坂商店78 岩手県岩泉町

5124 菅野　安紀 ｶﾝﾉ ﾔｽﾉﾘ  0:54:2379 岩手県奥州市

5176 渡邉　浩太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ  0:54:34奥州市役所80 岩手県奥州市

5140 石田　将之 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  0:54:5581 岩手県奥州市

5183 長嶺　修平 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼｭｳﾍｲ  0:55:0382 宮城県仙台市

5185 及川　弘文 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ  0:55:20航走の会83 岩手県一関市

5120 沼倉　達也 ﾇﾏｸﾗ ﾀﾂﾔ  0:55:21ＮＡＣ84 岩手県一関市

5168 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ  0:55:2185 岩手県奥州市

5054 吉田　正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:55:35野村産業（株）86 岩手県奥州市

5053 佐々木　祐作 ｻｻｷ ﾕｳｻｸ  0:55:3687 岩手県一関市

5149 渡辺　裕輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ  0:55:4388 岩手県奥州市

5130 今野　拓也 ｺﾝﾉ ﾀｸﾔ  0:55:4389 東京都渋谷区

5114 白沢　純一 ｼﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:55:4990 岩手県矢巾町

5217 金子　拓 ｶﾈｺ ﾀｸ  0:55:5191 岩手県矢巾町

5122 菊池　一希 ｷｸﾁ ｶｽﾞｷ  0:56:14奥州病院92 岩手県北上市

5189 児玉　克史 ｺﾀﾞﾏ ｶﾂｼ  0:56:1993 宮城県大郷町

5246 小林　啓二 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ  0:56:22ＫＲＣ94 岩手県花巻市

5072 戸田　真司 ﾄﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  0:56:3795 岩手県奥州市

5117 齋藤　航 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ  0:56:42岩手銀行96 岩手県奥州市

5139 渡部　真也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ  0:57:0097 岩手県滝沢市

5182 佐藤　啓 ｻﾄｳ ｱｷﾗ  0:57:1998 岩手県奥州市

5064 佐々木　康行 ｻｻｷ ﾔｽﾕｷ  0:57:2999 岩手県金ケ崎町

5249 佐藤　輝生 ｻﾄｳ ﾃﾙｷ  0:57:32100 宮城県仙台市
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5142 奥寺　健朗 ｵｸﾃﾞﾗ ｹﾝﾛｳ  0:57:41101 岩手県盛岡市

5055 菊池　秀行 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:57:44102 岩手県盛岡市

5195 佐藤　隼 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:57:50103 岩手県北上市

5135 佐々木　隼也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ  0:57:51104 岩手県奥州市

5137 千葉　直也 ﾁﾊﾞ ﾅｵﾔ  0:57:53105 岩手県奥州市

5243 高橋　寿和 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ  0:57:59水沢ガス106 岩手県奥州市

5093 小川　雅也 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ  0:58:02クラシタス107 岩手県北上市

5237 神田　敦志 ｶﾝﾀﾞ ｱﾂｼ  0:58:07108 岩手県一関市

5244 村上　匡史 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ  0:58:15紺屋町．ｃｏｍ109 岩手県奥州市

5098 及川　知貴 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｷ  0:58:21110 岩手県奥州市

5118 菅原　啓太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ  0:58:26111 岩手県奥州市

5127 鹿野　隼多 ｶﾉ ﾊﾔﾀ  0:58:28112 岩手県釜石市

5066 似田貝　敬洋 ﾆﾀｶﾞｲ  0:58:36チーム石上113 岩手県遠野市

5156 川村　怜 ｶﾜﾑﾗ ｻﾄｼ  0:59:11114 岩手県盛岡市

5086 芳賀　弘樹 ﾊｶﾞ ﾋﾛｷ  0:59:26115 岩手県奥州市

5073 田畑　学 ﾀﾊﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ  0:59:33杜さんぽ116 宮城県仙台市

5062 菊池　源 ｷｸﾁ ｹﾞﾝ  0:59:35117 岩手県奥州市

5059 齊藤　史耶 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ  1:00:01118 岩手県奥州市

5225 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ  1:00:38119 宮城県仙台市

5088 菅原　倭 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔﾏﾄ  1:00:39120 岩手県奥州市

5092 畠山　夕輝 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ  1:00:39121 岩手県奥州市

5134 伊波　慧 ｲﾊ ｻﾄｼ  1:01:22122 岩手県北上市

5157 盛合　宏太 ﾓﾘｱｲ ｺｳﾀ  1:01:32じゃじゃじゃ123 岩手県盛岡市

5251 及川　晃佳 ｵｲｶﾜ ﾃﾙﾖｼ  1:01:55たんぽぽクラブ124 岩手県遠野市

5131 藤井　雅人 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ  1:01:59125 岩手県花巻市

5187 山根　健吾 ﾔﾏﾈ ｹﾝｺﾞ  1:02:12126 宮城県仙台市

5194 鈴木　慎也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ  1:02:28伽羅楽127 岩手県平泉町

5252 佐竹　大輔 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ  1:02:53128 宮城県仙台市

5226 鈴木　純一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:03:06129 岩手県奥州市

5070 小野寺　直見 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵﾐ  1:03:28130 岩手県奥州市

5162 菅原　篤志 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｼ  1:03:32131 岩手県金ケ崎町

5228 利部　哲 ｶｶﾞﾌﾞ ｻﾄｼ  1:04:02132 岩手県盛岡市

5060 樋澤　祐貴 ﾄｲｻﾜ ﾕｳｷ  1:04:18133 岩手県奥州市

5209 西村　和謙 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ  1:04:22134 青森県八戸市

5105 馬場　真 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｺﾄ  1:04:58135 岩手県奥州市

5051 佐々木　忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ  1:05:05136 岩手県金ケ崎町

5166 田中　健太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ  1:05:11137 岩手県盛岡市

5191 小坂　義之 ｺｻｶ ﾖｼﾕｷ  1:05:56アイシン東北138 岩手県奥州市

5133 山路　佳祐 ﾔﾏｼﾞ ｹｲｽｹ  1:07:35139 岩手県奥州市

5109 虎岩　航平 ﾄﾗｲﾜ ｺｳﾍｲ  1:07:36140 千葉県成田市

5234 伊藤　宏一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ  1:07:54141 岩手県花巻市

5229 小岩　健祐 ｺｲﾜ ｹﾝﾕｳ  1:08:20142 岩手県盛岡市

5094 田村　駿 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝ  1:08:32143 岩手県奥州市

5080 古谷　祐真 ﾌﾙﾔ ﾕｳﾏ  1:08:47144 岩手県奥州市

5110 菅原　一希 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ  1:08:48145 岩手県盛岡市

5245 及川　憲一 ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ  1:10:14146 岩手県奥州市

5067 高橋　秀幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:10:24チーム石上147 岩手県遠野市

5235 山田　正文 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ  1:10:25羽田走友会148 岩手県奥州市

5238 十文字　大樹 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾀﾞｲｷ  1:10:42コックレア149 岩手県北上市

5102 高橋　昂大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ  1:10:45コックレア150 岩手県北上市
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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

 10km男子39歳以下

2017スポニチ 1stいわて奥州きらめきマラソン

市区町村県名

2017年5月21日

5219 橋場　渉 ﾊｼﾊﾞ ﾜﾀﾙ  1:10:52北上市役所151 岩手県北上市

5173 北爪　友作 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾕｳｻｸ  1:12:41152 千葉県成田市

5207 佐々木　良 ｻｻｷ ﾘｮｳ  1:13:49コックレア153 岩手県北上市

5153 坂下　訓康 ｻｶｼﾀ ｸﾆﾔｽ  1:14:09154 岩手県北上市

5199 佐藤　雅範 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ  1:14:13仙北市社協155 秋田県仙北市

5248 阿部　洋 ｱﾍﾞ ﾖｳ  1:14:43156 岩手県奥州市

5063 岩井　裕介 ｲﾜｲ ﾕｳｽｹ  1:14:53157 岩手県奥州市

5164 千田　剛憲 ﾁﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ  1:17:27158 岩手県奥州市

5143 吉田　崇 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ  1:17:30ＴＥＬ159 岩手県奥州市

5078 高橋　享佑 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ  1:17:47160 岩手県一関市

5111 伊藤　毅洋 ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ  1:18:08161 岩手県滝沢市

5068 熊谷　和士 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｼ  1:18:44チーム石上162 岩手県遠野市

5174 伊藤　寛吉 ｲﾄｳ ｶﾝｷﾁ  1:18:46163 岩手県北上市

5178 山田　和行 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ  1:19:50164 岩手県奥州市

5239 氏家　英人 ｳｼﾞｲｴ ﾋﾃﾞﾄ  1:20:20古ポン一関165 宮城県大崎市

5201 伊藤　健祐 ｲﾄｳ ｹﾝﾕｳ  1:21:41166 岩手県北上市

5227 高畑　豊彦 ﾀｶﾊﾀ ﾄﾖﾋｺ  1:23:14167 岩手県北上市

5074 吉田　博貴 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ  1:26:02杜さんぽ168 宮城県仙台市

5058 小原　眞哉 ｵﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ  1:27:01169 岩手県北上市
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