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1 1975 岩渕 貴光 岩渕 泳人 岩手県 八幡平市 0:18:00
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾐﾂ ｲﾜﾌﾞﾁ ｴｲﾄ

2 1952 船木 淳 船木 爽羽 秋田県 秋田市 0:19:31
ﾌﾅｷ ｼﾞｭﾝ ﾌﾅｷ ｻﾜ

3 1971 鈴木 敬太 鈴木 陸 岩手県 金ｹ崎町 0:20:18
ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｽｽﾞｷ ﾘｸ

4 1970 加藤 慶司 加藤 今 岩手県 盛岡市 0:20:51
ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ ｶﾄｳ ｲﾏ

5 1953 田村 直人 田村 瑛士 岩手県 盛岡市 0:20:55
ﾀﾑﾗ ﾅｵﾄ ﾀﾑﾗ ｴｲｼﾞ

6 1956 小原 崇 小原 舞人 岩手県 奥州市 0:21:57
ｵﾊﾞﾗ ﾀｶｼ ｵﾊﾞﾗ ﾏｲﾄ

7 1960 阿部 美奈子 阿部 朱里 岩手県 花巻市 0:22:52
ｱﾍﾞ ﾐﾅｺ ｱﾍﾞ ｱｶﾘ

8 1972 山本 啓介 山本 翔大 岩手県 盛岡市 0:26:02
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

9 1973 渡辺 剛 渡辺 伊織 秋田県 秋田市 0:26:27
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ

10 1961 小山田 拓史 小山田 凛心 岩手県 八幡平市 0:26:59
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ

11 1977 金森 文子 金森 心音 秋田県 秋田市 0:28:00
ｶﾅﾓﾘ ﾌﾐｺ ｶﾅﾓﾘ ｺｺﾈ

12 1962 坂本 幸子 坂本 一華 岩手県 八幡平市 0:29:52
ｻｶﾓﾄ ｻﾁｺ ｻｶﾓﾄ ｲﾁｶ

13 1966 佐藤 綾子 佐藤 朱莉 秋田県 鹿角市 0:31:38
ｻﾄｳ ｱﾔｺ ｻﾄｳ ｱｶﾘ

14 1957 遠藤 貴子 遠藤 咲 岩手県 八幡平市 0:31:50
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｺ ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ

15 1964 田中 美香 田中 結花 岩手県 岩手町 0:32:06
ﾀﾅｶ ﾐｶ ﾀﾅｶ ﾕｲｶ

16 1958 柴田 郁美 柴田 陽衣 岩手県 盛岡市 0:32:33
ｼﾊﾞﾀ ｲｸﾐ ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｲ

17 1969 菅野 明子 菅野 蒼人 岩手県 盛岡市 0:33:51
ｶﾝﾉ ｱｷｺ ｶﾝﾉ ｱｵﾄ

18 1954 佐藤 卓也 佐藤 凪沙 岩手県 一関市 0:34:26
ｻﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ

19 1978 三浦 崇 三浦 直子 岩手県 盛岡市 0:35:05
ﾐｳﾗ ﾀｶｼ ﾐｳﾗ ﾅｵｺ

20 1963 本城 昇 本城 陸翔 岩手県 盛岡市 0:35:05
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ

21 1974 工藤 朋 工藤 有 岩手県 八幡平市 0:38:33
ｸﾄﾞｳ ﾄﾓ ｸﾄﾞｳ ﾕｳ

22 1959 下館 香織 柴田 樹人 岩手県 盛岡市 0:38:55
ｼﾓﾀﾞﾃ ｶｵﾘ ｼﾊﾞﾀ ﾐｷﾄ

23 1967 小瀬川 千代美 小瀬川 雪花 岩手県 花巻市 0:45:00
ｺｾｶﾞﾜ ﾁﾖﾐ ｺｾｶﾞﾜ ﾕｶ

24 1976 須賀 暁 須賀 岳 宮城県 仙台市 0:50:14
ｽｶﾞ ｻﾄﾙ ｽｶﾞ ﾀｹﾙ
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