
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

 一般男子33km（高校生以上） 2017年06月04日

第5回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

41 高橋　伸也 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ  3:05:391 岩手県八幡平市
103 原　和也 ﾊﾗ ｶｽﾞﾔ  3:11:052 青森県青森市
99 齋藤　直昭 ｻｲﾄｳ ﾅｵｱｷ  3:14:103 秋田県秋田市
2 栗原　孝浩 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ  3:18:044 群馬県榛東村

225 円谷　幸史 ﾂﾑﾗﾔ ｺｳｼﾞ  3:20:225 岩手県紫波町
254 江本　英卓 ｴﾓﾄ ｽｸﾞﾙ  3:22:086 岩手県遠野市
222 三浦　裕司 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ  3:23:257 北海道札幌市
265 西城　克俊 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ  3:26:128 神奈川県横浜市
301 尾崎　次朗 ｵｻﾞｷ ｼﾞﾛｳ  3:28:029 滋賀県草津市
34 袴田　訓史 ﾊｶﾏﾀ ﾉﾘﾌﾐ  3:28:2310 宮城県仙台市
307 永井　秀昭 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ  3:30:5711 岐阜県大垣市
215 三塚　崇 ﾐﾂﾂﾞｶ ﾀｶｼ  3:31:0912 岩手県二戸市
58 加藤　篤 ｶﾄｳ ｱﾂｼ  3:34:0013 岩手県盛岡市
270 永井　陽一 ﾅｶﾞｲ ﾖｳｲﾁ  3:35:2114 岩手県八幡平市
248 櫻田　雅人 ｻｸﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ  3:38:3215 秋田県北秋田市
113 小山内　健一 ｵｻﾅｲ ｹﾝｲﾁ  3:39:0216 青森県弘前市
183 阿部　健裕 ｱﾍﾞ ｹﾝﾕｳ  3:39:5317 岩手県盛岡市
3 男澤　博樹 ｵﾄｺｻﾞﾜ ﾋﾛｷ  3:40:3818 愛知県名古屋市

268 杉戸　亮介 ｽｷﾞﾄ ﾘｮｳｽｹ  3:41:4219 秋田県秋田市
168 佐藤　秀幸 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ  3:42:3420 岩手県遠野市
31 市川　友昭 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｱｷ  3:43:5621 青森県五所川原市
239 高橋　拓士 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ  3:43:5922 秋田県潟上市
300 柴田　良幸 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ  3:44:1423 岩手県滝沢市
26 藤村　彰布 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ  3:44:3324 岩手県盛岡市
171 花坂　勝 ﾊﾅｻｶ ﾏｻﾙ  3:44:5725 岩手県盛岡市
53 高松　朋宏 ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ  3:45:1826 秋田県大館市
81 下山　勇貴 ｼﾓﾔﾏ ﾕｳｷ  3:45:2827 秋田県秋田市
117 渡辺　良平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ  3:48:3428 岩手県八幡平市
111 久本　真大 ﾋｻﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  3:48:3429 宮城県大崎市
96 冨木　太郎 ﾄﾐｷ ﾀﾛｳ  3:49:3130 秋田県大仙市
227 昆　直樹 ｺﾝ ﾅｵｷ  3:51:0231 岩手県矢巾町
79 見澤　英幸 ﾐｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ  3:54:4832 岩手県盛岡市
186 石川　欣孝 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ  3:55:3633 東京都渋谷区
181 田口　弘毅 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ  3:55:4834 宮城県名取市
244 掃部　恭祐 ｶﾓﾝ ｷｮｳｽｹ  3:56:2235 岩手県西和賀町
46 安保　憲 ｱﾝﾎﾞ ｹﾝ  3:56:4336 秋田県鹿角市
313 比企野　創典 ﾋｷﾉ ｿｳｽｹ  3:56:5737 岩手県盛岡市
280 宮西　優太郎 ﾐﾔﾆｼ ﾕｳﾀﾛｳ  3:57:3638 宮城県仙台市
192 細川　慧 ﾎｿｶﾜ ｻﾄｼ  4:02:5739 岩手県八幡平市
20 三澤　望 ﾐｻﾜ ﾉｿﾞﾑ  4:03:1840 岩手県平泉町
221 東井　透 ｱｽﾞﾏｲ ﾄｵﾙ  4:06:1341 北海道札幌市
138 齋藤　浩平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ  4:06:5142 岩手県滝沢市
267 田中　孝 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ  4:09:5043 秋田県上小阿仁村
242 清水　聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ  4:10:2844 福島県郡山市
228 懸田　正之 ｶｹﾀ ﾏｻﾕｷ  4:12:1745 岩手県奥州市
18 千野　俊樹 ﾁﾉ ﾄｼｷ  4:12:4846 東京都武蔵野市
259 工藤　郁也 ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ  4:14:0247 岩手県八幡平市
146 本間　昌大 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾋﾛ  4:15:1148 秋田県大館市
206 吉川　剛平 ｷｯｶﾜ ｺｳﾍｲ  4:16:0349 秋田県大仙市
22 照井　信広 ﾃﾙｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ  4:16:2550 岩手県花巻市
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236 水谷　雄貴 ﾐｽﾞﾉﾔ ﾕｳｷ  4:16:5451 宮城県名取市
28 阿部　孝心 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾝ  4:17:2852 青森県黒石市
64 関口　巧治 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ  4:17:4553 岩手県久慈市
288 永井　健弘 ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾋﾛ  4:18:5754 岩手県八幡平市
62 兼平　亘 ｶﾈﾋﾗ ﾜﾀﾙ  4:19:0955 青森県青森市
108 荒川　大祐 ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ  4:20:3256 秋田県大仙市
78 山内　勇希 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ  4:20:5657 宮城県仙台市
47 佐藤　元 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ  4:20:5658 宮城県富谷町
102 工藤　繁 ｸﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ  4:21:3859 青森県三沢市
153 橋本　久 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｼ  4:22:2660 岩手県盛岡市
17 遠藤　健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ  4:23:4461 秋田県にかほ市
139 佐藤　光雄 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ  4:23:4862 山形県山形市
256 宍戸　聡 ｼｼﾄﾞ ｻﾄｼ  4:24:0063 福島県福島市
274 工藤　博幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ  4:24:5164 秋田県北秋田市
23 菅野　亮 ｶﾝﾉ ﾘｮｳ  4:26:0965 宮城県岩沼市
172 藤澤　哲雄 ﾌｼﾞｻﾜ ﾃﾂｵ  4:26:2666 岩手県盛岡市
157 井上　史久 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾋｻ  4:26:5467 岩手県滝沢市
269 峯崎　正寛 ﾐﾈｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ  4:27:1768 宮城県大崎市
173 高橋　秀彰 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ  4:28:2369 岩手県盛岡市
49 山本　憲男 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ  4:28:4570 青森県八戸市
73 中田　大介 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ  4:29:0171 青森県弘前市
66 佐藤　慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ  4:29:1972 秋田県秋田市
174 後藤　慶久 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋｻ  4:29:4273 宮城県利府町
11 伊藤　宜紀 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ  4:29:5474 岩手県八幡平市
292 名久井　孝仁 ﾅｸｲ ﾀｶﾋﾄ  4:30:0975 青森県八戸市
48 宮守　信也 ﾐﾔﾓﾘ ｼﾝﾔ  4:30:2776 岩手県一関市
165 三谷　剛史 ﾐﾀﾆ ﾀｹｼ  4:30:2877 岩手県一戸町
57 高松　正憲 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ  4:30:4378 秋田県大館市
142 櫻田　功 ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳ  4:31:3579 秋田県秋田市
204 琴　亮吉 ｸﾝ ﾘｬﾝｷﾞﾙ  4:32:0080 宮城県仙台市
114 豊川　英治 ﾄﾖｶﾜ ｴｲｼﾞ  4:32:2481 宮城県仙台市
304 大石　広裕 ｵｵｲｼ ｺｵﾕｳ  4:32:5882 岩手県奥州市
40 柘植　英夫 ﾂｹﾞ ﾋﾃﾞｵ  4:33:3483 青森県八戸市
188 高村　克之 ﾀｶﾑﾗ ｶﾂﾕｷ  4:35:2584 秋田県秋田市
85 赤坂　壮市 ｱｶｻｶ ｿｳｲﾁ  4:35:5185 岩手県盛岡市
116 田沼　隆一 ﾀﾇﾏ ﾘｭｳｲﾁ  4:36:0986 神奈川県川崎市
90 渕向　淳也 ﾌﾁﾑｶｲ ｼﾞｭﾝﾔ  4:37:2387 岩手県久慈市
162 中嶌　雄一 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｲﾁ  4:38:1288 岩手県一戸町
71 畠沢　晃成 ﾊﾀｻﾞﾜ ｺｳｾｲ  4:38:5689 秋田県大館市
150 伊藤　岳 ｲﾄｳ ﾀｶｼ  4:39:1090 岩手県盛岡市
143 藤原　一博 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  4:40:0091 秋田県大仙市
122 野中　隆之 ﾉﾅｶ ﾀｶﾕｷ  4:40:2792 岩手県盛岡市
43 韮澤　優 ﾆﾗｻﾜ ﾕｳ  4:42:3793 岩手県滝沢市
180 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ  4:42:5094 青森県おいらせ町
131 泉山　宏達 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｺｳﾀﾂ  4:43:1095 岩手県盛岡市
83 橋場　直博 ﾊｼﾊﾞ ﾅｵﾋﾛ  4:44:3196 岩手県盛岡市
107 矢部　優司 ﾔﾍﾞ ﾕｳｼﾞ  4:44:5297 宮城県仙台市
315 尾形　季彦 ｵｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ  4:45:0398 福島県郡山市
178 上川原　和徳 ｶﾐｶﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾘ  4:45:0899 岩手県雫石町
45 三浦　雄 ﾐｳﾗ ﾕｳ  4:46:13100 秋田県大仙市
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310 武田　忠之 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  4:46:14101 宮城県仙台市
245 瀧塚　智宏 ﾀｷﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ  4:46:23102 岩手県奥州市
5 岩佐　治 ｲﾜｻ ｵｻﾑ  4:47:01103 宮城県仙台市
14 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ  4:47:34104 岩手県北上市
182 米倉　達也 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾂﾔ  4:48:52105 岩手県花巻市
140 徳永　創 ﾄｸﾅｶﾞ ﾊｼﾞﾒ  4:49:06106 岩手県一戸町
271 佐藤　新也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ  4:49:07107 宮城県仙台市
314 中居　達成 ﾅｶｲ ﾀﾂﾅﾘ  4:49:16108 岩手県盛岡市
35 中村　等 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ  4:49:44109 青森県八戸市
144 倉茂　誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ  4:50:04110 宮城県利府町
211 田上　和哉 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ  4:50:37111 岩手県盛岡市
223 高橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ  4:50:56112 岩手県紫波町
164 菅　雄祐 ﾕｳｽｹ ｽｶﾞ  4:52:00113 青森県八戸市
86 島田　久長 ｼﾏﾀﾞ ﾋｻﾅｶﾞ  4:52:26114 岩手県盛岡市
295 渕野　佳五 ﾌﾁﾉ ｹｲｺﾞ  4:53:55115 青森県三沢市
290 米田　啓拳 ﾏｲﾀ ﾋﾛﾑ  4:55:02116 岩手県八幡平市
287 小野寺　秀哉 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞﾔ  4:55:05117 岩手県盛岡市
202 古谷　幸一 ﾌﾙﾀﾆ ｺｳｲﾁ  4:55:36118 岩手県盛岡市
250 小野寺　伸幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ  4:56:07119 岩手県陸前高田市
74 田中　健治 ﾀﾅｶ ﾀｹﾊﾙ  4:56:12120 青森県おいらせ町
118 石井　大之 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ  4:56:22121 秋田県秋田市
82 西川　崇 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ  4:56:28122 岩手県盛岡市
199 伊藤　紀之 ｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ  4:56:47123 秋田県秋田市
65 八角　寿 ﾔｽﾐ ﾋｻｼ  4:57:39124 岩手県八幡平市
38 高橋　友樹 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ  4:58:25125 岩手県八幡平市
200 渋谷　健太郎 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝﾀﾛｳ  4:58:42126 秋田県秋田市
151 城石　雅彦 ｼﾛｲｼ ﾏｻﾋｺ  4:59:24127 岩手県盛岡市
264 柴田　恭輔 ｼﾊﾞﾀ ｷｮｳｽｹ  4:59:44128 北海道函館市
231 黒田　栄治 ｸﾛﾀﾞ ｴｲｼﾞ  5:02:26129 岩手県北上市
109 畑井　将太 ﾊﾀｲ ｼｮｳﾀ  5:02:52130 青森県弘前市
275 川越　裕樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｷ  5:03:18131 秋田県秋田市
243 玉沢　誠 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾏｺﾄ  5:03:43132 岩手県久慈市
282 岩淵　知行 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ  5:05:01133 宮城県仙台市
184 松岡　一英 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾋﾃﾞ  5:05:41134 東京都北区
29 中田　裕介 ﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ  5:06:41135 岩手県盛岡市
156 熊木　雄一 ｸﾏｷ ﾕｳｲﾁ  5:07:09136 秋田県大仙市
257 赤川　吉昭 ｱｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ  5:07:11137 岩手県紫波町
218 丹野　弘晃 ﾀﾝﾉ ﾋﾛｱｷ  5:07:23138 青森県十和田市
54 岡崎　信幸 ｵｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ  5:07:37139 宮城県岩沼市
120 正木　孝志 ﾏｻｷ ﾀｶｼ  5:08:21140 宮城県仙台市
232 渡辺　良介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ  5:09:22141 宮城県気仙沼市
50 池野　文哉 ｲｹﾉ ﾌﾞﾝﾔ  5:10:47142 岩手県盛岡市
179 及川　央 ｵｲｶﾜ ﾋﾛ  5:11:29143 岩手県紫波町
283 伊藤　貴之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ  5:11:49144 秋田県大館市
27 千田　昭宏 ﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  5:12:47145 岩手県滝沢市
33 千田　康洋 ﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ  5:12:47146 岩手県滝沢市
149 昆　清貴 ｺﾝ ｷﾖﾀｶ  5:13:39147 岩手県盛岡市
193 石川　力 ｲｼｶﾜ ﾁｶﾗ  5:13:46148 秋田県秋田市
212 平山　浩一 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ  5:13:46149 青森県黒石市
166 梅田　正弘 ｳﾒﾀ ﾏｻﾋﾛ  5:14:21150 秋田県北秋田市
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125 福田　光義 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ  5:14:36151 秋田県秋田市
115 榎本　哲弥 ｴﾉﾓﾄ ﾃﾂﾔ  5:14:58152 宮城県多賀城市
105 齋藤　雄介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ  5:15:50153 宮城県仙台市
98 村松　靖 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼ  5:16:33154 岩手県盛岡市
160 大湯　篤志 ｵｵﾕ ｱﾂｼ  5:16:50155 岩手県盛岡市
92 高橋　薫司 ﾀｶﾊｼ ｸﾝｼﾞ  5:17:22156 岩手県花巻市
133 長谷　晃憲 ﾊｾ ｱｷﾉﾘ  5:17:30157 岩手県紫波町
291 菅原　智史 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｼ  5:18:21158 宮城県仙台市
148 佐々木　一樹 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ  5:19:28159 岩手県盛岡市
217 二田　佑 ﾌﾀﾀﾞ ﾕｳ  5:20:05160 秋田県秋田市
312 村山　雅俊 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾄｼ  5:20:51161 東京都世田谷区
258 木下　昌也 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾔ  5:22:56162 岩手県盛岡市
63 神　優介 ｼﾞﾝ ﾕｳｽｹ  5:23:00163 青森県青森市
273 寒河江　雅希 ｻｶﾞｴ ﾏｻｷ  5:23:02164 岩手県盛岡市
24 田中　真也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ  5:23:16165 東京都三鷹市
266 八幡　和樹 ﾔﾊﾀ ｶｽﾞｷ  5:23:37166 岩手県八幡平市
134 佐々木　求 ｻｻｷ ﾓﾄﾑ  5:23:54167 岩手県矢巾町
152 植草　徹也 ｳｴｸｻ ﾃﾂﾔ  5:24:21168 東京都目黒区
177 泉山　昭人 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱｷﾋﾄ  5:24:29169 青森県八戸市
93 由利　俊一 ﾕﾘ ｼｭﾝｲﾁ  5:27:09170 秋田県湯沢市
316 熊谷　雅史 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾌﾐ  5:27:38171 宮城県気仙沼市
77 佐藤　健司 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  5:28:24172 秋田県秋田市
284 作間　康法 ｻｸﾏ ﾔｽﾉﾘ  5:28:57173 宮城県仙台市
299 武藤　央展 ﾑﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ  5:29:06174 秋田県秋田市
42 千葉　俊 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝ  5:29:09175 岩手県紫波町
309 柳沢　忍 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾉﾌﾞ  5:29:25176 青森県八戸市
161 工藤　京一 ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｲﾁ  5:30:17177 岩手県滝沢市
110 石塚　陽介 ｲｼﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ  5:31:23178 秋田県秋田市
210 千葉　祐生 ﾁﾊﾞ ﾕｳ  5:31:27179 岩手県盛岡市
263 石原　拓巳 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ  5:31:31180 岩手県盛岡市
80 生内　郁聖 ｵﾎﾞﾅｲ ｶｾｲ  5:32:12181 岩手県紫波町
8 田村　寿 ﾀﾑﾗ ﾋｻｼ  5:32:12182 岩手県岩手町
56 今野　嘉政 ｺﾝﾉ ﾖｼﾏｻ  5:32:55183 宮城県石巻市
289 永井　大介 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ  5:33:08184 宮城県名取市
169 土岐　学 ﾄｷ ﾏﾅﾌﾞ  5:33:56185 青森県弘前市
129 三浦　博樹 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ  5:34:23186 岩手県盛岡市
198 三浦　一彦 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾋｺ  5:35:30187 秋田県秋田市
70 畑村　徹 ﾊﾀﾑﾗ ﾄｵﾙ  5:37:14188 岩手県盛岡市
229 佐々木　靖 ｻｻｷ ﾔｽｼ  5:37:28189 岩手県盛岡市
91 高橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ  5:40:40190 岩手県花巻市
205 平脇　孝志 ﾋﾗﾜｷ ﾀｶｼ  5:40:59191 青森県八戸市
132 吉田　慎二 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  5:41:55192 秋田県秋田市
39 田村　勝則 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ  5:42:07193 岩手県奥州市
203 越田　英喜 ｺｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ  5:42:29194 東京都目黒区
87 佐藤　知弘 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ  5:42:47195 宮城県仙台市
67 川村　文明 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｱｷ  5:43:43196 岩手県盛岡市
100 松井　邦広 ﾏﾂｲ ｸﾆﾋﾛ  5:43:46197 宮城県仙台市
60 伊藤　徳一 ｲﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ  5:44:08198 宮城県仙台市
233 近谷　洋一 ｺﾝﾔ ﾖｳｲﾁ  5:45:34199 岩手県盛岡市
59 鈴木　裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ  5:46:00200 宮城県仙台市
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101 大島　克彦 ｵｵｼﾏ ｶﾂﾋｺ  5:46:17201 秋田県秋田市
235 佐藤　正弘 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  5:47:03202 秋田県鹿角市
247 長谷川　英之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ  5:48:16203 宮城県仙台市
16 西澤　剛 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ  5:48:45204 群馬県高崎市
75 盛　良人 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾄ  5:49:46205 青森県弘前市
234 椛沢　秀孝 ｶﾊﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ  5:50:08206 青森県三戸町
191 高橋　航 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ  5:51:49207 秋田県秋田市
36 及川　昭弘 ｵｲｶﾜ ｱｷﾋﾛ  5:51:50208 秋田県秋田市
303 袴田　泰正 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾔｽﾏｻ  5:52:22209 青森県おいらせ町
272 黒須　智博 ｸﾛｽ ﾄﾓﾋﾛ  5:53:32210 宮城県仙台市
276 佐藤　淳行 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺｳ  5:54:40211 秋田県横手市
220 池島　進 ｲｹｼﾞﾏ ｼﾝ  5:54:44212 秋田県大館市
127 熊谷　智徳 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾐﾁ  5:54:48213 岩手県滝沢市
224 松岡　憲史 ﾏﾂｵｶ ｹﾝｼﾞ  5:54:53214 岩手県盛岡市
12 坂本　尚 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ  5:55:11215 岩手県矢巾町
253 阿部　知治 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾊﾙ  5:57:00216 岩手県紫波町
106 工藤　将貴 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ  5:57:40217 宮城県仙台市
187 山野下　誠 ﾔﾏﾉｼﾀ ﾏｺﾄ  5:59:27218 岩手県軽米町
401 上野　裕樹  ｳｴﾉ ﾋﾛｷ  6:00:07219 岩手県紫波町
249 齊藤　達 ｻｲﾄｳ ｲﾀﾙ  6:00:38220 岩手県奥州市
286 伊藤　敏文 ｲﾄｳ ﾄｼﾌﾐ  6:00:52221 宮城県仙台市
94 中島　優介 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｽｹ  6:00:53222 岩手県盛岡市
76 鈴木　敬 ｽｽﾞｷ ｹｲ  6:04:49223 岩手県盛岡市
21 佐藤　伸也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ  6:06:26224 岩手県盛岡市
319 鈴木　真吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ  6:06:28225 岩手県盛岡市
213 渡部　正士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ  6:07:44226 秋田県秋田市
135 高野　伸貴 ﾀｶﾉ ﾉﾌﾞﾀｶ  6:07:44227 秋田県大仙市
167 三上　義明 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ  6:09:00228 岩手県花巻市
128 藤井　直樹 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ  6:10:35229 宮城県仙台市
230 高橋　一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ  6:11:27230 宮城県仙台市
89 氏家　達也 ｳｼﾞｲｴ ﾀﾂﾔ  6:12:06231 宮城県仙台市
1 木村　智也 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ  6:12:37232 秋田県美郷町
10 菅原　泰輝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽﾃﾙ  6:13:09233 岩手県盛岡市
176 中田　洋明 ﾅｶﾀ ﾋﾛｱｷ  6:13:44234 岩手県盛岡市
297 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ  6:14:32235 宮城県仙台市
121 佐々木　正紀 ｻｻｷ ﾏｻﾉﾘ  6:14:56236 岩手県盛岡市
207 佐藤　文仁 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋﾄ  6:16:51237 山形県山形市
51 佐藤　聡 ｻﾄｳ ｻﾄｼ  6:16:54238 岩手県大船渡市
197 坪　美智雄 ﾂﾎﾞ ﾐﾁｵ  6:20:04239 青森県おいらせ町
61 嶌田　洋一 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ  6:20:15240 岩手県盛岡市
4 小松　昭洋 ｺﾏﾂｱｷﾋﾛ  6:20:52241 岩手県盛岡市
37 工藤　満広 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾋﾛ  6:23:00242 岩手県岩手町
285 坪　有信 ﾂﾎﾞ ﾕｳｼﾝ  6:24:44243 青森県十和田市
9 八重樫　正樹 ﾔｴｶﾞｼ ﾏｻｷ  6:25:34244 岩手県花巻市
15 向井　智彦 ﾑｶｲ ﾄﾓﾋｺ  6:25:45245 岩手県北上市
194 白戸　大輔 ｼﾛﾄ ﾀﾞｲｽｹ  6:27:01246 岩手県北上市
298 大粒来　敬文 ｵｵﾂﾌﾞﾗｲ ﾀｶﾌﾐ  6:27:09247 岩手県宮古市
32 橋本　真直 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾅｵ  6:30:13248 宮城県仙台市
296 福田　亮一 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ  6:34:34249 岩手県盛岡市
308 類家　章男 ﾙｲｹ ｱｷｵ  6:35:30250 青森県八戸市
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19 岩舘　秀明 ｲﾜﾀﾞﾃ ｼｭｳﾒｲ  6:36:50251 岩手県盛岡市
147 針生　善章 ﾊﾘｭｳ ﾖｼｱｷ  6:38:51252 青森県弘前市
195 菊地　洋介 ｷｸﾁ ﾖｳｽｹ  6:39:18253 岩手県盛岡市
163 米田　哲也 ﾏｲﾀ ﾃﾂﾔ  6:39:24254 岩手県一戸町
6 青井　智 ｱｵｲ ｻﾄﾙ  6:39:46255 秋田県秋田市

255 浅沼　忍 ｱｻﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ  6:40:47256 岩手県滝沢市
305 安部　清貴 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ  6:41:31257 宮城県仙台市
119 畠山　俊樹 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄｼｷ  6:41:58258 岩手県盛岡市
137 吉田　竜哉 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾔ  6:41:59259 岩手県盛岡市
216 大山　智弘 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ  6:42:17260 青森県八戸市
317 川阪　真義 ｶﾜｻｶ ﾏｻﾖｼ  6:44:11261 青森県八戸市
246 千葉　明博 ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾛ  6:45:28262 岩手県宮古市
318 山田　一矢 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  6:49:38263 青森県三沢市
158 佐々木　正人 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾄ  6:53:55264 岩手県盛岡市
201 三浦　周作 ﾐｳﾗ ｼｭｳｻｸ  7:02:33265 神奈川県横須賀市
214 佐藤　渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ  7:02:55266 宮城県仙台市
170 佐々木　洋介 ｻｻｷ ﾖｳｽｹ  7:04:44267 岩手県盛岡市
237 阿部　洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ  7:11:26268 岩手県大船渡市
306 藤田　英之 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ  7:11:54269 千葉県船橋市
293 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ  7:12:35270 岩手県北上市
294 山本　秀洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ  7:12:35271 岩手県八幡平市
145 小原　敬司 ｵﾊﾞﾗ ｹｲｼﾞ  7:18:45272 岩手県盛岡市
238 坂川　敏洋 ｻｶｶﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ  7:25:03273 岩手県盛岡市
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422 畠山　望美 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ  3:49:511 岩手県盛岡市
403 細川　久実子 ﾎｿｶﾜ ｸﾐｺ  4:03:322 岩手県宮古市
426 柴田　雪子 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ  4:21:053 秋田県秋田市
407 Delisle　Sophie ﾃﾞﾗｲﾙ ｿﾌｨｰ  4:44:454 宮城県仙台市
405 小坂　泰子 ｺｻｶ ﾔｽｺ  4:46:135 秋田県北秋田市
423 高橋　摩帆 ﾀｶﾊｼ ﾏﾎ  4:54:186 岩手県金ケ崎町
404 長澤　順子 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ  4:56:477 秋田県大仙市
414 阿部　千恵 ｱﾍﾞ ﾁｴ  5:06:058 岩手県盛岡市
406 高橋　洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ  5:09:029 岩手県八幡平市
448 橋本　裕美 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ  5:12:2110 青森県弘前市
444 佐々木　寛子 ｻｻｷ ﾋﾛｺ  5:13:4011 岩手県盛岡市
440 佐々木　詔子 ｻｻｷ ｼｮｳｺ  5:17:3212 宮城県岩沼市
415 工藤　あかね ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ  5:19:4713 岩手県盛岡市
429 松田　健美 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾐ  5:22:4014 秋田県秋田市
412 女鹿　裕子 ﾒｶﾞ ﾕｳｺ  5:26:3315 岩手県宮古市
442 小笠原　信子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾌﾞｺ  5:31:4616 秋田県秋田市
420 熊谷　直子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ  5:32:0417 岩手県滝沢市
425 土樋　三起 ﾂﾁﾄｲ ﾐｷ  5:44:0918 岩手県雫石町
434 越田　美樹 ｺｼﾀﾞ ﾐｷ  5:45:3019 東京都目黒区
451 山影　亜希子 ﾔﾏｶｹﾞ ｱｷｺ  5:45:3020 岩手県紫波町
446 石川　千尋 ｲｼｶﾜ ﾁﾋﾛ  5:56:2621 岩手県盛岡市
433 吉原　縁 ﾖｼﾊﾗ ﾕｶﾘ  6:01:2922 埼玉県さいたま市
418 岩舘　洋子 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾖｳｺ  6:02:3023 岩手県盛岡市
435 若松　庸子 ﾜｶﾏﾂ ﾔｽｺ  6:03:1724 秋田県能代市
417 石川　澄香 ｲｼｶﾜ ｽﾐｶ  6:07:5025 青森県六ケ所村
409 高松　裕子 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｺ  6:08:5526 秋田県大館市
421 藤井　陽子 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ  6:10:3527 宮城県仙台市
428 斎藤　祐子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ  6:13:1228 岩手県盛岡市
424 山口　真理子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｺ  6:14:5629 岩手県矢巾町
402 上野　明子 ｳｴﾉｱｷｺ  6:15:3630 岩手県紫波町
431 渡邊　美智子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｺ  6:20:3731 岩手県盛岡市
445 川辺　昌子 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｺ  6:21:3832 秋田県秋田市
419 鈴木　香深 ｽｽﾞｷ ｶﾌｶ  6:22:1733 宮城県名取市
452 坪　加奈子 ﾂﾎﾞ ｶﾅｺ  6:24:4534 青森県十和田市
449 鳴海　陽子 ﾅﾙﾐ ﾖｳｺ  6:24:4535 青森県十和田市
441 泉舘　菜月 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾃ ﾅﾂｷ  6:25:5536 岩手県紫波町
436 羽渕　由紀子 ﾊﾌﾞﾁ ﾕｷｺ  6:27:2537 秋田県秋田市
411 大坂　久子 ｵｵｻｶ ﾋｻｺ  6:38:5038 岩手県花巻市
450 下黒沢　香織 ｼﾓｸﾛｻﾜ ｶｵﾘ  6:46:2839 岩手県雫石町
454 成塚　静香 ﾅﾘﾂｶ ｼｽﾞｶ  6:49:3840 青森県三沢市
438 小林　悦子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂｺ  7:03:1841 秋田県大館市
413 山口　美由紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ  7:07:1242 岩手県盛岡市
443 臼井　名津子 ｳｽｲ ﾅﾂｺ  7:11:1943 岩手県盛岡市
432 藤倉　綾子 ﾌｼﾞｸﾗ ｱﾔｺ  7:11:1944 岩手県盛岡市
416 平賀　亜紀 ﾋﾗｶ ｱｷ  7:17:3945 岩手県花巻市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

 ビギナー男子10km（高校生以上） 2017年06月04日

第5回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

545 高橋　恒平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ  0:49:541 秋田県横手市
520 山影　智美 ﾔﾏｶｹﾞ ﾄﾓﾐ  0:54:142 岩手県花巻市
535 斉藤　幹保 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾔｽ  0:56:533 岩手県八幡平市
507 船木　淳 ﾌﾅｷ ｼﾞｭﾝ  0:57:084 秋田県秋田市
549 岩渕　貴光 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾐﾂ  0:57:195 岩手県八幡平市
525 太田代　孝昭 ｵｵﾀｼﾛ ﾀｶｱｷ  0:58:216 岩手県花巻市
561 永山　史朗 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾛｳ  0:58:217 岩手県滝沢市
515 美濃谷　年彦 ﾐﾉﾔ ﾄｼﾋｺ  1:00:448 青森県平川市
527 多田　健太郎 ﾀﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  1:01:269 岩手県盛岡市
544 遠藤　大祐 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ  1:01:4010 宮城県栗原市
563 高鷹　健佑 ｺｳﾀｶ ｹﾝｽｹ  1:03:0411 岩手県北上市
506 畠山　善郁 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ  1:06:0112 岩手県雫石町
564 三浦　康次郎 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ  1:06:0713 岩手県一戸町
560 伊藤　禎壱 ｲﾄｳ ﾃｲｲﾁ  1:07:3714 宮城県仙台市
510 松橋　博之 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛｯﾕｷ  1:07:4915 秋田県秋田市
546 伊藤　満 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ  1:09:3316 岩手県久慈市
542 湯浅　悟史 ﾕｱｻ ｻﾄｼ  1:11:2317 東京都荒川区
541 八重樫　祐揮 ﾔｴｶﾞｼ ﾕｳｷ  1:12:3418 岩手県盛岡市
514 深澤　勇気 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ  1:12:5819 秋田県横手市
540 藤村　誠 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｺﾄ  1:13:1920 岩手県盛岡市
552 郷古　健 ｺﾞｳｺ ﾀｹｼ  1:13:2621 宮城県仙台市
536 石田　真幸 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ  1:13:4222 岩手県北上市
547 小泉　信太郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ  1:14:1323 岩手県盛岡市
558 照井　満 ﾃﾙｲ ﾐﾂﾙ  1:14:4024 岩手県北上市
553 佐々木　裕司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ  1:15:0025 岩手県宮古市
518 大澤　高弘 ｵｵｻﾜ ﾀｶﾋﾛ  1:15:1526 岩手県八幡平市
505 浅沼　慎 ｱｻﾇﾏ ｼﾝ  1:15:5327 岩手県盛岡市
528 盛合　賢治 ﾓﾘｱｲ ｹﾝｼﾞ  1:16:1128 岩手県盛岡市
509 山田　修 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ  1:17:0629 青森県八戸市
519 永井　仁 ﾅｶﾞｲ ﾋﾄｼ  1:17:5930 秋田県潟上市
503 宮川　真沙樹 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻｷ  1:18:1231 岩手県花巻市
504 沢井　雄一郎 ｻﾜｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ  1:19:0232 山口県山口市
526 山崎　正夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ  1:19:0433 岩手県盛岡市
516 鈴木　伸介 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ  1:19:2734 秋田県仙北市
501 伊藤　健司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ  1:20:2135 宮城県仙台市
523 畑　森 ﾊﾀ ｼﾝ  1:20:3736 岩手県八幡平市
513 松田　貴大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:20:4637 秋田県横手市
557 佐藤　仁志 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ  1:22:0938 秋田県湯沢市
562 佐々木　美樹 ｻｻｷ ﾖｼｷ  1:22:5539 青森県板柳町
556 河合　貴之 ｶﾜｲ ﾀｶﾕｷ  1:23:3540 岩手県北上市
533 石黒　達浩 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾂﾋﾛ  1:24:0041 秋田県大仙市
530 伊藤　智生 ｲﾄｳ ﾉﾘｵ  1:24:1142 岩手県北上市
543 大塚　守男 ｵｵﾂｶ ﾓﾘｵ  1:24:2043 岩手県北上市
522 大谷地　一夫 ｵｵﾔﾁ ｶｽﾞｵ  1:24:3344 岩手県雫石町
537 九島　芳謙 ｸｼﾏ ﾖｼﾉﾘ  1:24:5145 秋田県美郷町
508 小原　悟 ｵﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ  1:25:3046 岩手県北上市
554 北山　良徳 ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ  1:27:0947 青森県八戸市
538 佐藤　裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ  1:29:1348 岩手県紫波町
511 高橋　和氣 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ  1:30:5349 岩手県盛岡市
524 山内　信也 ﾔﾏｳﾁ ｼﾝﾔ  1:34:2050 秋田県横手市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

 ビギナー男子10km（高校生以上） 2017年06月04日

第5回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

517 岡田　浩司 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ  1:35:2651 青森県八戸市
555 野村　正 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ  1:38:3852 岩手県山田町
559 小苅米　健太郎 ｺｶﾞﾘﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ  1:40:5353 岩手県盛岡市
529 関口　善則 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ  1:48:2054 岩手県八幡平市
551 石橋　弘教 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾀｶ  1:49:3055 青森県八戸市
550 中山　明紀 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾉﾘ  1:49:3056 青森県八戸市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

 ビギナー女子10km（高校生以上） 2017年06月04日

第5回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

613 佐々木　寿江 ｻｻｷ ﾋｻｴ  1:03:221 宮城県仙台市
608 大志田　紀子 ｵｵｼﾀﾞ ﾉﾘｺ  1:03:462 岩手県盛岡市
636 渡部　麻実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾐ  1:07:463 秋田県秋田市
614 佐々木　裕美 ｻｻｷ ﾕｳﾐ  1:07:564 岩手県盛岡市
631 佐藤　友里 ｻﾄｳ ﾕﾘ  1:16:005 宮城県仙台市
611 工藤　真喜子 ｸﾄﾞｳ ﾏｷｺ  1:17:086 青森県八戸市
609 今野　由佳 ｲﾏﾉ ﾕｶ  1:17:187 宮城県仙台市
638 盛合　里沙 ﾓﾘｱｲ ﾘｻ  1:18:578 青森県青森市
626 千葉　淳子 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ  1:22:209 宮城県塩竈市
634 大庭　千秋 ｵｵﾊﾞ ﾁｱｷ  1:23:1710 秋田県横手市
618 大澤　水希 ｵｵｻﾜ ﾐｽﾞｷ  1:23:5111 岩手県盛岡市
606 佐藤　久美子 ｻﾄｳ ｸﾐｺ  1:25:5712 岩手県盛岡市
639 竹内　百合恵 ﾀｹｳﾁ ﾕﾘｴ  1:30:1313 岩手県盛岡市
620 渡辺　由美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ  1:30:4914 岩手県盛岡市
617 小山　幸乃 ｵﾔﾏ ﾕｷﾉ  1:31:0115 宮城県仙台市
619 松浦　梓 ﾏﾂｳﾗ ｱｽﾞｻ  1:33:1616 岩手県盛岡市
629 細越　美喜子 ﾎｿｺﾞｼ ﾐｷｺ  1:33:2317 岩手県宮古市
621 窪田　あみ ｸﾎﾞﾀ ｱﾐ  1:33:3018 岩手県盛岡市
612 庄司　麻実 ｼｮｳｼﾞ ｱｻﾐ  1:36:0019 宮城県仙台市
607 小山　敏江 ｵﾔﾏ ﾄｼｴ  1:36:1520 宮城県気仙沼市
603 阿部　典子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ  1:36:2221 岩手県盛岡市
633 石山　せり子 ｲｼﾔﾏ ｾﾘｺ  1:36:4822 宮城県仙台市
601 天野　裕子 ｱﾏﾉ ﾕｳｺ  1:37:0223 宮城県仙台市
602 菅原　麻理子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾘｺ  1:38:3424 岩手県盛岡市
622 小笠原　舞 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｲ  1:39:2425 岩手県盛岡市
632 堂北　由紀子 ﾄﾞｳｷﾀ ﾕｷｺ  1:40:3326 秋田県秋田市
624 林野　奈緒美 ﾊﾔｼﾉ ﾅｵﾐ  1:41:0927 岩手県盛岡市
628 高野　幹子 ﾀｶﾉ ﾐｷｺ  1:42:2328 秋田県大仙市
623 志水　美江 ｼﾐｽﾞ ﾐｴ  1:44:4729 岩手県二戸市
625 岩崎　敏子 ｲﾜｻｷ ﾄｼｺ  1:45:3130 岩手県盛岡市
615 佐藤　美希 ｻﾄｳ ﾐｷ  1:46:3531 宮城県仙台市
637 佐々木　妃呂美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ  1:48:1832 岩手県北上市
635 琴　綾 ｸﾝ ｱﾔ  1:59:0633 宮城県仙台市
616 山鹿　千春 ﾔﾏｶﾞ ﾁﾊﾙ  2:03:2934 宮城県多賀城市
604 玉山　歩 ﾀﾏﾔﾏ ｱﾕﾑ  2:18:3135 岩手県花巻市
605 上関　寛子 ｶﾐｾｷ ﾋﾛｺ  2:18:3136 岩手県花巻市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

 キッズ3km小学生低学年 2017年06月04日

第5回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

705 琴　錬大 ｸﾝ ﾘｮﾝﾃﾞ  0:16:591 宮城県仙台市
701 小山田　凛音 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉﾝ  0:18:062 岩手県八幡平市
704 後藤　悠菜 ｺﾞﾄｳ ﾕﾅ  0:19:103 宮城県利府町
708 菊池　悠太 ｷｸﾁ ﾊﾙﾀ  0:19:434 岩手県紫波町
703 大志田　芽依 ｵｵｼﾀﾞ ﾒｲ  0:19:465 岩手県盛岡市
709 藤村　岳都 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾔﾏﾄ  0:19:516 岩手県盛岡市
707 岩渕　七海 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾅﾅﾐ  0:20:037 岩手県八幡平市
702 関　郁成 ｾｷ ﾌﾐﾅﾘ  0:22:188 岩手県八幡平市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

 キッズ3km小学生高学年 2017年06月04日

第5回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

718 岩渕　泳人 ｲﾜﾌﾞﾁ ｴｲﾄ  0:15:021 岩手県八幡平市
715 大澤　礼寛 ｵｵｻﾜ ｱﾔﾉﾘ  0:16:252 岩手県八幡平市
717 琴　錫大 ｸﾝ ｿｯﾃ  0:16:333 宮城県仙台市
712 小山田　凛花 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ  0:16:364 岩手県八幡平市
716 高橋　哉斗 ﾀｶﾊｼ ｶﾅﾄ  0:17:005 岩手県北上市
711 松葉　友吾 ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｺﾞ  0:17:336 岩手県八幡平市
714 関　基博 ｾｷ ﾓﾄﾋﾛ  0:17:427 岩手県八幡平市
720 菊池　晴太 ｷｸﾁ ﾊﾙﾀ  0:18:358 岩手県紫波町
713 立花　琉聖 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｭｳｾｲ  0:18:359 岩手県八幡平市
719 中野　日稀 ﾅｶﾉ ﾋﾖﾘ  0:23:1110 岩手県盛岡市
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 キッズ3km中学生 2017年06月04日

第5回 七時雨トレイルランニングレース

市区町村県名

722 吉田　直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ  0:14:101 岩手県盛岡市
724 琴　賢大 ｸﾝ ﾋｮﾝﾃﾞ  0:14:292 宮城県仙台市
723 伊藤　広晴 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ  0:14:493 岩手県北上市
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