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236 江本　英卓 ｴﾓﾄ ｽｸﾞﾙ  3:39:011 岩手県遠野市
111 高橋　伸也 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ  3:47:372 岩手県八幡平市
502 山田　高志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ  4:05:453
84 渡辺　良平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ  4:06:594 岩手県八幡平市
256 渡邊　宏悦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｴﾂ  4:10:525 秋田県秋田市
219 長塚　淳 ﾅｶﾞﾂｶ ｼﾞｭﾝ  4:14:176 山形県上山市
122 帯谷　真 ｵﾋﾞﾔ ﾏｺﾄ  4:18:457 宮城県仙台市
191 加藤　篤 ｶﾄｳ ｱﾂｼ  4:19:558 岩手県盛岡市
230 板垣　澄人 ｲﾀｶﾞｷ ｽﾐﾄ  4:20:419 愛知県名古屋市
130 今野　渉 ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ  4:21:4710 宮城県仙台市
179 高橋　拓士 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ  4:25:0311 秋田県潟上市
20 下山　勇貴 ｼﾓﾔﾏ ﾕｳｷ  4:25:3312 秋田県秋田市
252 武田　洋 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ  4:27:1113 秋田県大仙市
5 高松　朋宏 ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ  4:28:3614 秋田県大館市

301 三浦　裕司 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ  4:29:1115 岩手県札幌市
205 小島　俊一 ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝｲﾁ  4:30:2416 埼玉県朝霞市
11 袴田　訓史 ﾊｶﾏﾀ ﾉﾘﾌﾐ  4:32:1217 宮城県仙台市
290 西城　克俊 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ  4:33:5418 神奈川県横浜市
112 花坂　勝 ﾊﾅｻｶ ﾏｻﾙ  4:35:2319 宮城県多賀城市
66 藤原　大樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ  4:35:4720 岩手県盛岡市
170 三塚　崇 ﾐﾂﾂﾞｶ ﾀｶｼ  4:38:4021 岩手県二戸市
304 齊藤　忠明 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｱｷ  4:40:0622 宮城県石巻市
91 市川　友昭 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｱｷ  4:46:1323 青森県五所川原市
158 昆野　純 ｺﾝﾉ ｱﾂｼ  4:48:2324 岩手県北上市
201 菊池　裕 ｷｸﾁ ﾕﾀｶ  4:49:0025 岩手県紫波町
100 千野　俊樹 ﾁﾉ ﾄｼｷ  4:49:2626 東京都武蔵野市
187 佐藤　雄介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ  4:51:4227 秋田県横手市
19 高橋　圭太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ  4:52:3328 秋田県秋田市
68 冨木　太郎 ﾄﾐｷ ﾀﾛｳ  4:53:4929 秋田県大仙市
25 見澤　英幸 ﾐｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ  4:54:4530 岩手県盛岡市
2 菅　雄祐 ﾕｳｽｹ ｽｶﾞ  4:58:3331 青森県八戸市
40 鈴木　基 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｲ  5:00:0332 岩手県盛岡市
62 泉山　宏達 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｺｳﾀﾂ  5:00:4633 岩手県盛岡市
297 掃部　恭祐 ｶﾓﾝ ｷｮｳｽｹ  5:03:3434 岩手県西和賀町
49 高橋　一智 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄﾓ  5:05:3135 神奈川県大磯町
1 藤村　彰布 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ  5:06:2336 岩手県盛岡市

189 懸田　正之 ｶｹﾀ ﾏｻﾕｷ  5:09:3237 岩手県奥州市
99 杉戸　亮介 ｽｷﾞﾄ ﾘｮｳｽｹ  5:12:5138 秋田県秋田市
299 東井　透 ｱｽﾞﾏ ﾄｵﾙ  5:14:2339 北海道札幌市
300 関　威 ｾｷ ﾀｹｼ  5:15:0040 青森県青森市
83 平賀　明徳 ﾋﾗｶ ｱｷﾉﾘ  5:17:1141 岩手県花巻市
241 佐藤　慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ  5:17:2842 秋田県秋田市
185 坂上　巧司 ｻｶｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ  5:18:1243 秋田県美郷町
74 吉田　英亮 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  5:19:0544 秋田県能代市
129 渕向　淳也 ﾌﾁﾑｶｲ ｼﾞｭﾝﾔ  5:21:0645 岩手県久慈市
61 渡辺　映基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｷ  5:21:2746 宮城県柴田町
54 兼平　亘 ｶﾈﾋﾗ ﾜﾀﾙ  5:21:4547 青森県青森市
276 林　荘也 ﾊﾔｼ ｿｳﾔ  5:22:0148 宮城県仙台市
78 佐々木　一幸 ｻｻｷ ｶｽﾞﾕｷ  5:23:1649 秋田県横手市
44 高橋　勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ  5:23:4050 宮城県仙台市
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163 阿部　浩士 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ  5:27:4651 宮城県仙台市
70 西條　基 ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾄｲ  5:28:5552 宮城県登米市
55 神　優介 ｼﾞﾝ ﾕｳｽｹ  5:30:2453 青森県青森市
119 水木　美波雄 ﾐｽﾞｷ ﾐﾅｵ  5:30:4154 青森県大鰐町
157 藤澤　哲雄 ﾌｼﾞｻﾜ ﾃﾂｵ  5:32:1855 岩手県盛岡市
167 千葉　有史 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼ  5:33:4956 岩手県盛岡市
223 工藤　繁 ｸﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ  5:33:5657 青森県三沢市
85 関口　巧治 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ  5:34:0758 岩手県久慈市
51 斉藤　清次 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ  5:35:1259 宮城県仙台市
148 根本　高広 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ  5:35:4960 宮城県仙台市
281 石川　誠一 ｲｼｶﾜ ｾｲｲﾁ  5:37:0161 東京都八王子市
42 畠沢　晃成 ﾊﾀｻﾞﾜ ｺｳｾｲ  5:37:3962 秋田県大館市
56 豊川　英治 ﾄﾖｶﾜ ｴｲｼﾞ  5:40:1863 宮城県仙台市
31 畑井　将太 ﾊﾀｲ ｼｮｳﾀ  5:41:0864 青森県弘前市
76 山田　優一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ  5:41:2965 岩手県盛岡市
28 赤坂　壮市 ｱｶｻｶ ｿｳｲﾁ  5:41:3866 岩手県盛岡市
211 菅原　徹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ  5:47:5967 秋田県秋田市
155 新山　健一 ﾆｲﾔﾏ ｹﾝｲﾁ  5:48:2368 青森県七戸町
221 川越　裕樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｷ  5:48:3469 秋田県秋田市
269 丹羽　祥太 ﾆﾜ ｼｮｳﾀ  5:48:3470 宮城県仙台市
194 後藤　慶久 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋｻ  5:49:0071 宮城県利府町
274 土屋　匠 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ  5:49:5172 岩手県滝沢市
291 佐藤　大生 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  5:52:5773 岩手県一関市
183 佐々木　正規 ｻｻｷ ﾏｻｷ  5:56:3974 岩手県北上市
284 高橋　航 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ  5:58:2275 秋田県秋田市
38 清水　聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ  6:00:2376 岩手県北上市
178 玉沢　誠 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾏｺﾄ  6:00:4577 岩手県久慈市
159 佐藤　均 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ  6:00:5578 秋田県秋田市
52 中村　等 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ  6:02:0479 青森県八戸市
139 渋谷　健太郎 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝﾀﾛｳ  6:02:3980 秋田県秋田市
156 相澤　武彦 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｹﾋｺ  6:02:5781 宮城県仙台市
265 庄司　孝介 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｽｹ  6:03:4682 宮城県仙台市
257 千葉　龍 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳ  6:04:4583 宮城県仙台市
264 渕野　佳五 ﾌﾁﾉ ｹｲｺﾞ  6:05:0884 青森県三沢市
232 明地　啓悟 ｱｹﾁ ｹｲｺﾞ  6:05:1085 青森県八戸市
224 高橋　秀和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  6:05:1386 岩手県花巻市
218 田中　直人 ﾀﾅｶ ﾅｵﾄ  6:06:1987 青森県青森市
273 倉茂　誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ  6:06:3688 宮城県利府町
287 細川　慧 ﾎｿｶﾜ ｻﾄｼ  6:08:3089 岩手県八幡平市
278 二瓶　優 ﾆﾍｲ ﾏｻﾙ  6:09:3190 沖縄県石垣市
109 高石　淳 ﾀｶｲｼ ｼﾞｭﾝ  6:09:4791 宮城県仙台市
140 今野　嘉政 ｺﾝﾉ ﾖｼﾏｻ  6:10:4892 宮城県石巻市
228 伊藤　悟 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ  6:13:2193 岩手県盛岡市
34 布田　真宜 ﾌﾀﾞ ﾏｻﾖｼ  6:14:0294 宮城県仙台市
208 佐藤　博之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ  6:15:3895 秋田県北秋田市
210 布施　松司 ﾌｾ ｼｮｳｼﾞ  6:15:5296 宮城県仙台市
45 竹ヶ原　大亮 ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ  6:16:0197 青森県十和田市
293 岩隈　大樹 ｲﾜｸﾏ ﾀｲｼﾞｭ  6:17:2598 埼玉県加須市
43 山鹿　康平 ﾔﾏｶﾞ ｺｳﾍｲ  6:18:1199 宮城県多賀城市
16 小野　裕之 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ  6:18:20100 青森県平川市
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73 三浦　雄 ﾐｳﾗ ﾕｳ  6:18:37101 秋田県大仙市
190 木村　勝美 ｷﾑﾗ ｶﾂﾐ  6:19:25102 宮城県仙台市
137 高橋　秀彰 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ  6:20:42103 岩手県盛岡市
294 佐藤　学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ  6:20:59104 青森県弘前市
89 鈴木　伸介 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ  6:21:10105 秋田県仙北市
283 吉山　周作 ﾖｼﾔﾏ ｼｭｳｻｸ  6:21:58106 岩手県大槌町
280 瀧塚　智宏 ﾀｷﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ  6:22:06107 岩手県奥州市
37 小笠原　浩幸 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ  6:22:45108 宮城県仙台市
116 橋場　直博 ﾊｼﾊﾞ ﾅｵﾋﾛ  6:23:26109 岩手県盛岡市
255 吹原　成治 ﾌｷﾊﾗ ｼｹﾞﾊﾙ  6:24:14110 青森県八戸市
133 久保市　豪 ｸﾎﾞｲﾁ ｺﾞｳ  6:25:22111 秋田県横手市
222 川村　文明 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｱｷ  6:26:35112 岩手県盛岡市
128 土岐　学 ﾄｷ ﾏﾅﾌﾞ  6:27:34113 青森県弘前市
286 廣嶋　高 ﾋﾛｼﾏ ﾀｶｼ  6:28:49114 秋田県秋田市
180 由利　俊一 ﾕﾘ ｼｭﾝｲﾁ  6:29:48115 秋田県湯沢市
60 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ  6:31:42116 岩手県北上市
172 村松　靖 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼ  6:32:14117 岩手県盛岡市
154 石井　大之 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ  6:32:27118 秋田県秋田市
206 佐々木　大和 ｻｻｷ ﾔﾏﾄ  6:33:00119 秋田県潟上市
231 伊東　重豪 ｲﾄｳ ｼﾞｭｳｺﾞｳ  6:33:34120 青森県弘前市
118 柘植　英夫 ﾂｹﾞ ﾋﾃﾞｵ  6:33:55121 青森県八戸市
53 千田　康洋 ﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ  6:34:07122 岩手県滝沢市
161 武田　忠之 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  6:36:01123 宮城県仙台市
15 泉川　浩二 ｲｽﾞﾐｶﾜ ｺｳｼﾞ  6:36:42124 宮城県多賀城市
235 川原田　正典 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  6:37:00125 青森県田舎館村
39 中居　達成 ﾅｶｲ ﾀﾂﾅﾘ  6:37:25126 岩手県一関市
58 阿蘇　吉洋 ｱｿ ﾖｼﾋﾛ  6:38:58127 宮城県富谷町
102 植村　駿 ｳｴﾑﾗ ｼｭﾝ  6:39:52128 秋田県秋田市
216 梅田　正弘 ｳﾒﾀ ﾏｻﾋﾛ  6:41:41129 秋田県北秋田市
41 生内　郁聖 ｵﾎﾞﾅｲ ｶｾｲ  6:42:56130 岩手県紫波町
175 田上　和哉 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ  6:44:53131 岩手県盛岡市
240 佐藤　正行 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ  6:47:04132 宮城県富谷町
87 白戸　大輔 ｼﾛﾄ ﾀﾞｲｽｹ  6:47:32133 岩手県北上市
72 丹治　貞志 ﾀﾝｼﾞ ｻﾀﾞﾕｷ  6:48:34134 宮城県仙台市
285 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ  6:49:11135 青森県おいらせ町
115 米倉　達也 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾂﾔ  6:49:30136 岩手県花巻市
248 池島　進 ｲｹｼﾞﾏ ｼﾝ  6:50:00137 秋田県大館市
96 大島　克彦 ｵｵｼﾏ ｶﾂﾋｺ  6:50:30138 秋田県秋田市
71 三浦　頌太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ  6:51:47139 岩手県盛岡市
225 伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  6:52:23140 宮城県石巻市
195 大湯　篤志 ｵｵﾕ ｱﾂｼ  6:52:31141 岩手県盛岡市
251 大沼　省之 ｵｵﾇﾏ ﾏｻﾕｷ  6:57:16142 青森県三沢市
272 昆　直樹 ｺﾝ ﾅｵｷ  6:57:26143 岩手県矢巾町
207 松井　信人 ﾏﾂｲ ﾉﾌﾞﾋﾄ  6:58:18144 秋田県北秋田市
259 渡部　政勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ  6:58:24145 秋田県秋田市
227 斉藤　新 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ  6:59:36146 岩手県盛岡市
296 イチヤマ　ダニエル ｲﾁﾔﾏ ﾀﾞﾆｴﾙ  7:01:01147 青森県南部町
113 名久井　孝仁 ﾅｸｲ ﾀｶﾋﾄ  7:01:07148 青森県八戸市
32 小山内　良 ｵｻﾅｲ ﾘｮｳ  7:01:07149 青森県南部町
143 袴田　泰正 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾔｽﾏｻ  7:01:08150 青森県おいらせ町
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82 後藤　欣司 ｺﾞﾄｳ ｷﾝｼﾞ  7:01:09151 青森県南部町
289 丹野　弘晃 ﾀﾝﾉ ﾋﾛｱｷ  7:01:47152 青森県十和田市
305 佐藤　文仁 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋﾄ  7:01:54153 山形県山形市
204 藤原　一博 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  7:02:03154 秋田県大仙市
67 バードセール　ブライアン ﾊﾞｰﾄﾞｾｰﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ  7:03:33155 青森県弘前市
254 佐々木　靖 ｻｻｷ ﾔｽｼ  7:03:39156 岩手県盛岡市
120 田中　健治 ﾀﾅｶ ﾀｹﾊﾙ  7:03:56157 青森県おいらせ町
238 岡本　達朗 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ  7:04:14158 宮城県石巻市
184 菅原　智史 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｼ  7:05:22159 宮城県仙台市
35 林　一輝 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ  7:05:40160 秋田県横手市
260 田中　真也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ  7:06:38161 東京都三鷹市
4 今野　良司 ｺﾝﾉ ﾘﾖｳｼﾞ  7:07:31162 宮城県石巻市

124 勝又　至 ｶﾂﾏﾀ ｲﾀﾙ  7:07:31163 宮城県石巻市
12 高橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ  7:08:54164 岩手県花巻市
23 高橋　薫司 ﾀｶﾊｼ ｸﾝｼﾞ  7:08:55165 岩手県花巻市
279 鈴木　宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ  7:09:51166 宮城県石巻市
131 ＨＡＲＲＩＳ　ＡＮＤＲＥＷ ﾊﾘｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ  7:10:15167 岩手県盛岡市
209 樋口　毅彦 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ  7:10:39168 秋田県秋田市
160 相場　忠勝 ｱｲﾊﾞ ﾀﾀﾞｶﾂ  7:11:16169 秋田県秋田市
79 福田　光義 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ  7:11:33170 秋田県秋田市
258 黒沢　智明 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓｱｷ  7:12:16171 岩手県二戸市
173 佐藤　昌志 ｻﾄｳ ﾏｻｼ  7:12:40172 宮城県仙台市
504 上野　裕樹 ｳｴﾉ ﾋﾛｷ  7:13:03173
503 鈴木　真吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ  7:13:04174
69 畑村　徹 ﾊﾀﾑﾗ ﾄｵﾙ  7:13:12175 岩手県盛岡市
57 小塚　儀彦 ｺﾂﾞｶ ﾉﾘﾋｺ  7:13:55176 秋田県北秋田市
162 及川　央 ｵｲｶﾜ ﾋﾛ  7:15:15177 岩手県紫波町
64 中神　力嗣 ﾅｶｶﾞﾐ ﾘｷｼﾞ  7:15:51178 岩手県盛岡市
3 千田　昭宏 ﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  7:16:48179 岩手県滝沢市

298 市岡　忠博 ｲﾁｵｶ ﾀﾀﾞﾋﾛ  7:16:54180 愛知県春日井市
174 山野下　誠 ﾔﾏﾉｼﾀ ﾏｺﾄ  7:22:36181 岩手県軽米町
63 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ  7:24:08182 岩手県花巻市
92 田村　勝則 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ  7:25:00183 岩手県奥州市
182 長谷川　彰一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ  7:25:23184 神奈川県川崎市
136 伊藤　肇 ｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ  7:25:53185 宮城県仙台市
263 松井　邦広 ﾏﾂｲ ｸﾆﾋﾛ  7:27:05186 宮城県仙台市
270 松岡　憲史 ﾏﾂｵｶ ｹﾝｼﾞ  7:29:30187 岩手県盛岡市
47 姉帯　豊 ｱﾈﾀｲ ﾕﾀｶ  7:31:18188 岩手県矢巾町
93 小坂　友行 ｺｻｶ ﾄﾓﾕｷ  7:31:31189 秋田県北秋田市
77 熊木　雄一 ｸﾏｷ ﾕｳｲﾁ  7:32:30190 秋田県大仙市
212 二田　佑 ﾌﾀﾀﾞ ﾕｳ  7:32:30191 秋田県秋田市
202 間山　浩之 ﾏﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ  7:32:33192 青森県青森市
152 藤井　直樹 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ  7:32:37193 宮城県仙台市
214 石井　恵久 ｲｼｲ ﾖｼﾋｻ  7:33:41194 青森県青森市
108 石川　昌也 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ  7:34:18195 岩手県平泉町
142 坂本　尚 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ  7:34:44196 岩手県矢巾町
215 工藤　京一 ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｲﾁ  7:37:36197 岩手県滝沢市
233 小野　明守 ｵﾉ ｱｷﾓﾘ  7:38:16198 青森県八戸市
266 福田　三也 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾔ  7:41:31199 岩手県盛岡市
268 津志田　寿樹 ﾂｼﾀﾞ ﾄｼｷ  7:47:09200 東京都江戸川区
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

 38km 男子の部
2016年06月12日

第4回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

29 佐藤　知弘 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ  7:49:22201 宮城県仙台市
17 三浦　真也 ﾐｳﾗ ｼﾝﾔ  7:50:49202 岩手県盛岡市
253 堂前　勇悟 ﾄﾞｳｾﾞﾝ ﾕｳｺﾞ  7:51:44203 岩手県雫石町
126 佐藤　透 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ  7:59:49204 北海道札幌市
262 奥山　博和 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ  8:00:19205 青森県三沢市
196 佐藤　仁志 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ  8:03:37206 秋田県湯沢市
141 熊谷　智徳 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾐﾁ  8:05:42207 岩手県滝沢市
147 畑　森 ﾊﾀ ｼﾝ  8:11:09208 岩手県八幡平市
144 源田　明弘 ｹﾞﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  8:25:52209 宮城県仙台市
203 畠山　知己 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓﾐ  8:33:11210 岩手県遠野市
86 嶌田　洋一 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ  8:39:31211 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

 38km 女子の部
2016年06月12日

第4回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

177 山ノ内　はるか ﾔﾏﾉｳﾁ ﾊﾙｶ  4:36:051 宮城県仙台市
292 鈴木　絵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ  4:57:332 秋田県能代市
121 佐々木　寿江 ｻｻｷ ﾋｻｴ  5:11:043 宮城県仙台市
88 佐々木　千秋 ｻｻｷ ﾁｱｷ  5:15:444 秋田県秋田市
127 高橋　百樹子 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｺ  5:22:485 岩手県花巻市
50 高橋　留美 ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ  6:03:206 神奈川県大磯町
138 上原　博美 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ  6:16:377 神奈川県川崎市
125 原子　幸江 ﾊﾗｺ ﾕｷｴ  6:27:228 秋田県秋田市
48 阿部　千恵 ｱﾍﾞ ﾁｴ  6:32:139 岩手県盛岡市
81 バードセール　久美子 ﾊﾞｰﾄﾞｾｰﾙ ｸﾐｺ  6:41:1610 青森県弘前市
6 羽渕　由紀子 ﾊﾌﾞﾁ ﾕｷｺ  6:42:0911 秋田県秋田市

242 米山　惠美 ﾖﾈﾔﾏ ｴﾐ  6:46:0712 神奈川県川崎市
8 倉片　ますみ ｸﾗｶﾀ ﾏｽﾐ  6:58:2013 宮城県仙台市
94 小坂　泰子 ｺｻｶ ﾔｽｺ  6:59:2014 秋田県北秋田市
22 鳴海　陽子 ﾅﾙﾐ ﾖｳｺ  7:01:3615 青森県十和田市
7 板橋　菜奈子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾅﾅｺ  7:08:4616 宮城県仙台市

226 ハンスコーム　アリス ﾊﾝｽｺｰﾑ ｱﾘｽ  7:12:4817 岩手県盛岡市
145 熊谷　直子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ  7:12:5918 岩手県滝沢市
106 若松　庸子 ﾜｶﾏﾂ ﾔｽｺ  7:13:1819 秋田県秋田市
9 工藤　あかね ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ  7:13:3520 岩手県盛岡市
65 中神　真由美 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾕﾐ  7:15:5121 岩手県盛岡市
303 Ｈａｉｌｅｙ　Ｓｈｏｍａｋｅｒ  7:16:2622 岩手県盛岡市
10 石川　澄香 ｲｼｶﾜ ｽﾐｶ  7:26:2823 青森県六ヶ所村
134 林　栄美子 ﾊﾔｼ ｴﾐｺ  7:31:1524 秋田県秋田市
153 藤井　陽子 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ  7:32:3725 宮城県仙台市
198 土樋　三起 ﾂﾁﾄｲ ﾐｷ  7:37:3626 岩手県雫石町
267 福田　行美 ﾌｸﾀﾞ ｲｸﾐ  7:41:3127 岩手県盛岡市
165 大坂　久子 ｵｵｻｶ ﾋｻｺ  7:47:5228 岩手県花巻市
97 木村　芽生 ｷﾑﾗ ﾒｳ  7:52:5429 岩手県盛岡市
245 ブランチャ　キャサリン ﾌﾞﾗﾝﾁｬ ｷｬｻﾘﾝ  7:58:2930 秋田県由利本荘市
181 中田　亜津子 ﾅｶﾀ ｱﾂｺ  8:09:4131 秋田県潟上市
188 情野　友紀 ｼﾞｮｳﾉ ﾕｳｷ  8:32:3032 岩手県盛岡市
166 吉田　敬子 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ  8:45:4133 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

 11km 男子の部
2016年06月12日

第4回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

308 田子　未知瑠 ﾀｺ ﾐﾁﾙ  1:04:061 岩手県滝沢市
314 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ  1:07:012 岩手県北上市
413 小林　泰則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ  1:07:483 岩手県花巻市
385 小畑　祐介 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ  1:08:274 岩手県盛岡市
367 日下　雅広 ﾋｼﾀ ﾏｻﾋﾛ  1:08:515 岩手県紫波町
392 安保　憲 ｱﾝﾎﾞ ｹﾝ  1:09:136 秋田県鹿角市
602 扇沢　郁 ｵｵｷﾞｻﾜ ｲｸ  1:09:167
337 岩佐　治 ｲﾜｻ ｵｻﾑ  1:10:228 宮城県仙台市
386 高鷹　健佑 ｺｳﾀｶ ｹﾝｽｹ  1:11:509 岩手県北上市
370 韮澤　優 ﾆﾗｻﾜ ﾕｳ  1:12:0110 岩手県盛岡市
361 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ  1:13:0411 岩手県北上市
362 松橋　博之 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛｯﾕｷ  1:13:1212 秋田県秋田市
313 盛川　直樹 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵｷ  1:13:5513 岩手県花巻市
400 和田　崇志 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ  1:17:2914 岩手県花巻市
374 正木　孝志 ﾏｻｷ ﾀｶｼ  1:18:3915 宮城県仙台市
395 高橋　有 ﾀｶﾊｼ  1:18:4916 岩手県
414 伊藤　晋 ｲﾄｳ ｽｽﾑ  1:18:5017 岩手県
389 畠山　古寿 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋｻﾄｼ  1:19:1418 岩手県花巻市
350 畠山　善郁 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ  1:19:3219 岩手県雫石町
383 岩渕　貴光 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾐﾂ  1:19:5520 岩手県八幡平市
408 坪　有信 ﾂﾎﾞ ﾕｳｼﾝ  1:20:1721 青森県七戸町
310 藤村　誠 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｺﾄ  1:20:4022 岩手県盛岡市
399 熊谷　拓磨 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ  1:21:3223 岩手県花巻市
343 植村　正人 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾄ  1:22:2424 秋田県秋田市
351 三浦　一彦 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾋｺ  1:23:3025 秋田県秋田市
382 石田　真幸 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ  1:23:3426 岩手県北上市
405 中軽米　俊一 ﾅｶｶﾙﾏｲ ﾄｼｶｽﾞ  1:24:0327 岩手県盛岡市
356 近谷　洋一 ｺﾝﾔ ﾖｳｲﾁ  1:24:3828 岩手県盛岡市
403 佐々木　洋介 ｻｻｷ ﾖｳｽｹ  1:25:4829 岩手県盛岡市
402 石崎　高臣 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｵﾐ  1:25:5630 岩手県盛岡市
603 斉川　裕二 ｻｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ  1:26:5331 秋田県秋田市
341 福田　茂 ﾌｸﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  1:27:1432 岩手県滝沢市
359 武田　和也 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ  1:27:2633 宮城県仙台市
380 岩井澤　大 ｲﾜｲｻﾞﾜ ﾀﾞｲ  1:27:4334 岩手県盛岡市
406 昆　清貴 ｺﾝ ｷﾖﾀｶ  1:27:5635 岩手県盛岡市
373 伊藤　良一 ｲﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ  1:28:0936 岩手県宮古市
329 佐藤　亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ  1:28:1937 岩手県奥州市
335 後藤　公仁 ｺﾞﾄｳ ｷﾐﾋﾄ  1:28:5738 秋田県大仙市
336 九島　芳謙 ｸｼﾏ ﾖｼﾉﾘ  1:29:0439 秋田県美郷町
323 阿部　英明 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:29:2240 岩手県盛岡市
393 加藤　真司 ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ  1:31:2041 岩手県盛岡市
376 盛合　宏太 ﾓﾘｱｲ ｺｳﾀ  1:31:4942 岩手県盛岡市
311 沢井　雄一郎 ｻﾜｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ  1:32:3143 埼玉県さいたま市
396 工藤　将貴 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ  1:32:5844 宮城県仙台市
354 三浦　周作 ﾐｳﾗ ｼｭｳｻｸ  1:33:4745 神奈川県横須賀市
340 田中　勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ  1:33:5646 岩手県花巻市
397 小松　輝武 ｺﾏﾂ ﾃﾙﾀｹ  1:35:0847 青森県階上町
360 伊藤　智生 ｲﾄｳ ﾉﾘｵ  1:37:3648 岩手県北上市
346 沖田　城司 ｵｷﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ  1:37:4949 青森県南部町
387 髙橋　亮貴 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｷ  1:38:5450 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

 11km 男子の部
2016年06月12日

第4回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

352 大澤　高弘 ｵｵｻﾜ ﾀｶﾋﾛ  1:39:5451 岩手県八幡平市
309 鈴木　温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ  1:40:5552 岩手県奥州市
342 新毛　拓 ｼﾝｹ ﾀｸ  1:43:0753 岩手県盛岡市
365 渡部　正士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ  1:45:5254 秋田県秋田市
358 大塚　和男 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｵ  1:48:3055 大阪府岬町
371 佐々木　正人 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾄ  1:49:2856 岩手県盛岡市
338 石黒　達浩 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾂﾋﾛ  1:50:0457 秋田県大仙市
330 山内　真 ﾔﾏｳﾁ ﾏｺﾄ  2:01:5358 青森県青森市
407 杉村　恒明 ｽｷﾞﾑﾗ ﾂﾈｱｷ  2:04:1959 岩手県盛岡市
344 畠山　和彰 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ  2:05:5060 秋田県大館市
345 千曳　航二 ﾁﾋﾞｷ ｺｳｼﾞ  2:19:5961 岩手県岩手町
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

 11km 女子の部
2016年06月12日

第4回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

364 柴田　雪子 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ  1:09:351 秋田県秋田市
333 松田　沙也加 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ  1:13:272 宮城県美里町
353 高橋　洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ  1:19:543 岩手県八幡平市
366 渡部　麻実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾐ  1:25:174 秋田県秋田市
378 大和田　治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ  1:26:035 岩手県一関市
318 川越　加奈子 ｶﾜｺﾞｴ ｶﾅｺ  1:29:066 青森県十和田市
401 千葉　淳子 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ  1:30:367 宮城県塩竈市
377 高橋　美誉 ﾀｶﾊｼ ﾐｴ  1:31:498 岩手県盛岡市
355 三浦　純子 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝｺ  1:34:449 神奈川県横須賀市
349 岩舘　洋子 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾖｳｺ  1:37:4810 岩手県盛岡市
322 芳賀　佐智子 ﾊｶﾞ ｻﾁｺ  1:39:5111 宮城県仙台市
391 田端　志保子 ﾀﾊﾞﾀ ｼｵｺ  1:43:0812 青森県野辺地町
328 小原　麗子 ｵﾊﾞﾗ ﾚｲｺ  1:45:4413 岩手県花巻市
331 山火　あつ子 ﾔﾏﾋﾞ ｱﾂｺ  1:46:4214 岩手県八幡平市
347 平賀　亜紀 ﾋﾗｶ ｱｷ  1:48:4515 岩手県花巻市
390 青山　恵美子 ｱｵﾔﾏ ｴﾐｺ  1:48:5316 秋田県秋田市
334 丹治　唯 ﾀﾝｼﾞ ﾕｲ  1:48:5317 宮城県仙台市
384 鈴木　奈美子 ｽｽﾞｷ ﾅﾐｺ  1:49:1018 埼玉県鶴ヶ島市
388 堂北　由紀子 ﾄﾞｳｷﾀ ﾕｷｺ  1:51:1019 秋田県秋田市
316 阿部　典子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ  1:51:1920 岩手県盛岡市
375 山川　陽子 ﾔﾏｶﾜ ﾖｳｺ  1:53:0521 山形県山形市
363 田中　総子 ﾀﾅｶ ﾌｻｺ  1:53:1822 青森県十和田市
409 志水　美江 ｼﾐｽﾞ ﾐｴ  1:53:3723 岩手県二戸市
410 小原　朋子 ｵﾊﾞﾗ ﾄﾓｺ  2:01:3824 岩手県北上市
325 小笠原　舞 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｲ  2:01:5625 岩手県盛岡市
404 黒岩　真澄 ｸﾛｲﾜ ﾏｽﾐ  2:02:0426 埼玉県さいたま市
317 中田　久美子 ﾅｶﾀ ｸﾐｺ  2:03:1327 岩手県盛岡市
412 細川　秋鹿 ﾎｿｶﾜ ｱｲｶ  2:05:5428 静岡県富士宮市
320 佐藤　美和 ｻﾄｳ ﾐﾜ  2:08:1529 宮城県名取市
332 畠山　聡子 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾄｺ  2:19:2230 岩手県盛岡市
319 佐藤　美希 ｻﾄｳ ﾐｷ  2:42:0231 宮城県仙台市
321 小野寺　浩子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｺ  2:42:0232 宮城県仙台市
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