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順

1000 吉泉　亘 0:31:511 東田川郡庄内町ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ JA庄内たがわ1

1310 水田　和宏 0:34:182 兵庫県ﾐｽﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 稲美町役場1

1097 田中　幸 0:34:213 山形市ﾀﾅｶ ｻﾁ ｽﾎﾟｰﾂ山形211

1022 角田　凜太郎 0:34:524 山形市ﾂﾉﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山形大学1

1052 鈴木　崇宏 0:35:315 山形市ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山形大学2

1027 相馬　祐也 0:36:116 山形市ｿｳﾏ ﾕｳﾔ 山形大学3

1061 五十嵐　康太 0:37:167 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾀ ﾁｰﾑ大泉4

1254 富樫　昌広 0:37:208 酒田市ﾄｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 庄教会RC2

1045 小谷野　拓也 0:37:469 山形市ｺﾔﾉ ﾀｸﾔ 山形大学5

1982 荒木　茂 0:38:0010 酒田市ｱﾗｷ ｼｹﾞﾙ 庄内ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会3

1421 大渕　和人 0:38:1011 秋田県ｵｵﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾄ わかみ歯科ｸﾘﾆｯｸ1

1209 太田　洋一 0:38:1512 西村山郡西川町ｵｵﾀ ﾖｳｲﾁ NARC2

1015 佐藤　海 0:38:1813 酒田市ｻﾄｳ ｶｲ6

1013 庄司　陽登 0:38:1814 鶴岡市ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 鶴岡南高校7

1001 橋本　紗枝子 0:38:2015 山形市ﾊｼﾓﾄ ｻｴｺ 山形大学医学部2

1426 五十公野　光博 0:38:3216 鶴岡市ｲｽﾞﾐﾉ ﾐﾂﾋﾛ ﾁｰﾑ大泉2

1068 鈴木　崇史 0:38:3617 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ8

1320 佐久間　隆司 0:38:4618 新潟県ｻｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ4

1155 佐々木　俊輔 0:38:5319 宮城県ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ IIJ3

1139 柿崎　文哉 0:39:0420 秋田県ｶｷｻﾞｷ ﾌﾐﾔ4

1424 佐々木　充 0:39:0621 秋田県ｻｻｷ ﾐﾂﾙ 秋田新電元3

1033 佐藤　貞惟 0:39:1222 山形市ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 山形大学9

1259 鈴木　恵 0:39:1823 秋田県ｽｽﾞｷ ｹｲ 鈴木企画5

1522 斉藤　正幸 0:39:2124 新潟県ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 日立陸上部OB1

1023 田中　将大 0:39:3225 山形市ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 山形大学10

1134 吉永　孝行 0:39:3226 鶴岡市ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 大宝幼稚園陸上部5

1117 佐々木　直幸 0:39:4127 秋田県ｻｻｷ ﾅｵﾕｷ にかほ市役所走友会6

1337 長谷川　直人 0:39:5328 鶴岡市ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ6

1418 佐藤　義雄 0:40:1029 鶴岡市ｻﾄｳ ﾖｼｵ 大泉ﾗﾝﾅｰｽﾞ4

1267 進藤　泰仲 0:40:2230 鶴岡市ｼﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾅｶ7

1242 佐藤　幸子 0:40:2731 鶴岡市ｻﾄｳ ｻﾁｺ さとう整形外科ｸﾘﾆｯｸ1

1336 長岡　宏樹 0:40:3732 山形市ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｷ8

1104 伊田　慎太郎 0:40:4133 東田川郡庄内町ｲﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ7

1382 斉藤　淳 0:40:4934 酒田市ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 平田陸上教室9

1133 梅木　裕也 0:40:5035 東田川郡庄内町ｳﾒｷ ﾋﾛﾔ ｽﾘﾑｸﾗﾌﾞ8

1041 宮崎　収 0:41:0636 山形市ﾐﾔｻﾞｷ ｵｻﾑ 山形大学11

1182 佐藤　義朗 0:41:1237 山形市ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ ﾗヴｨｰﾀRC9

1128 北見　学 0:41:2238 秋田県ｷﾀﾐ ﾏﾅﾌﾞ TDK10

1479 小野寺　智 0:41:2539 酒田市5

1451 天野　象二 0:41:3240 秋田県ｱﾏﾉ ｼｮｳｼﾞ 天野ｸﾗﾌﾞ6

1419 村岡　大輔 0:41:3941 山形市ﾑﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ たんぽぽRC7

1167 冨樫　拓巳 0:41:4242 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾀｸﾐ ﾁｰﾑ大泉11

1077 成澤　英雄 0:41:5443 鶴岡市ﾅﾘｻﾜ ﾋﾃﾞｵ12

1181 井畑　淳一 0:41:5644 酒田市ｲﾊﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ12

1485 丸谷　桂一郎 0:41:5745 鶴岡市ﾏﾙﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ 佐藤工務RC8

1172 松井　優一 0:42:0346 秋田県ﾏﾂｲ ﾕｳｲﾁ 秋田県走友会13

1060 阿部　隼人 0:42:0647 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 黄金駅伝13

1321 阿部　誠 0:42:0948 酒田市ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 平田陸上教室10

1040 今井　捷太郎 0:42:1849 秋田県ｲﾏｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 県大熱研14

1493 成澤　均 0:42:2050 鶴岡市ﾅﾘｻﾜ ﾋﾄｼ 鶴岡第五9
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1431 木村　晃 0:42:2251 山形市ｷﾑﾗ ｱｷﾗ KCD駅伝部10

1135 原田　高基 0:42:2352 鶴岡市ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 黄金駅伝14

1447 桐澤　一幸 0:42:3453 鶴岡市ｷﾘｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ ｸﾗﾌﾞ二輪倶11

1389 山田　恵子 0:42:4254 東田川郡庄内町ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ1

1274 佐藤　智也 0:42:4255 鶴岡市ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ ｵｶﾞﾜﾗｴｷﾃﾞﾝ11

1129 関　康春 0:42:4556 最上郡真室川町ｾｷ ﾔｽﾊﾙ15

1384 横山　紀子 0:42:4857 酒田市ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘｺ2

1103 相場　裕貴 0:42:4958 飽海郡遊佐町ｱｲﾊﾞ ﾋﾛｷ 日医工山形16

1062 石関　友也 0:42:5059 鶴岡市ｲｼｾﾞｷ ﾄﾓﾔ15

1443 佐々木　健 0:42:5160 秋田県ｻｻｷ ｹﾝ12

1188 村上　英之 0:42:5261 酒田市ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ17

1141 松田　貴博 0:42:5962 東田川郡庄内町ﾏﾂﾀ ﾀｶﾋﾛ ｴｽ･ｷｬﾘｰ18

1439 植田　志朗 0:43:0563 酒田市ｳｴﾀ ｼﾛｳ 東北日本ﾊﾑ13

1192 佐々木　純一 0:43:0964 秋田県ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高尾工業19

1137 佐藤　千晴 0:43:1265 酒田市ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ20

1083 柿沼　美羽 0:43:1366 山形市ｶｷﾇﾏ ﾐｳ 山形大学3

1126 小野寺　真 0:43:2167 鶴岡市ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ21

1217 奥山　直人 0:43:2168 酒田市ｵｸﾔﾏ ﾅｵﾄ22

1132 佐藤　祐介 0:43:2569 鶴岡市ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ23

1523 佐藤　元啓 0:43:4470 鶴岡市ｻﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ2

1978 山村　聡 0:43:4771 鶴岡市ﾔﾏﾑﾗ ｻﾄｼ otc12

1549 阿部　文雄 0:43:4872 酒田市ｱﾍﾞ ﾌﾐｵ3

1352 佐藤　顕一 0:43:4973 酒田市ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ｱﾗｲﾄﾞﾃｯｸ13

1438 佐藤　健一 0:43:5274 村山市ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ14

1358 高山　靖 0:43:5375 鶴岡市ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｼ 鶴岡第五走友会14

1055 阿部　将大 0:44:0376 鶴岡市ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 黄金駅伝16

1218 小野　千里 0:44:0677 秋田県ｵﾉ ﾁｻﾄ 和火屋RC24

1467 中川　利明 0:44:0878 新潟県ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ 新潟ﾄｷめきRC15

1028 佐藤　玄 0:44:1079 鶴岡市ｻﾄｳ ｹﾞﾝ ﾁｰﾑ大泉17

1048 坂本　智也 0:44:1980 鶴岡市ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 丸善陸上部18

1009 菅原　良多 0:44:2081 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 天真学園高校空手道部19

1007 中村　隼也 0:44:2482 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 天真学園高校空手道部20

1193 小野寺　弘一 0:44:2583 鶴岡市ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ25

1123 池田　聡 0:44:3384 鶴岡市ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ26

1026 山下　洸 0:44:3585 秋田県ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾘ21

1144 山本　知輝 0:44:3886 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｷ27

1305 和根﨑　亘 0:44:3987 酒田市ﾜﾈｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 平田陸上教室15

1554 木村　晴夫 0:44:3988 新潟県ｷﾑﾗ ﾊﾙｵ 村上はまなす病院4

1122 佐藤　周平 0:44:5289 酒田市ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 酔28

1333 田中井　幸夫 0:44:5290 酒田市ﾀﾅｶｲ ｻﾁｵ あまるめ走ろう会16

1477 小嶋　裕一 0:44:5391 酒田市ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ ﾘﾄﾙﾎｰｸRC16

1169 齋藤　政信 0:44:5792 酒田市ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ29

1044 茶圓　恵太 0:44:5993 山形市ﾁｬｴﾝ ｹｲﾀ22

1020 古山　和樹 0:44:5994 山形市ｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ 山形大学23

1385 兵田　由香里 0:45:0995 酒田市ﾋｮｳﾀ ﾕｶﾘ 平田陸上教室3

1125 竹内　正洋 0:45:1196 東京都ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ30

1085 荒木　里菜 0:45:1797 山形市ｱﾗｷ ﾘﾅ 山形大学4

1185 阿部　和志 0:45:2098 鶴岡市ｱﾍﾞ ｶｽﾞｼ ABECCI31

1047 梅木　太郎 0:45:2099 鶴岡市ｳﾒｷ ﾀﾛｳ 黄金ﾁｰﾑ24

1165 渡部　和良 0:45:24100 鶴岡市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ 湯野浜32
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1025 檜山　圭一郎 0:45:27101 秋田県ﾋﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 県大熱研25

1071 木村　一輝 0:45:29102 鶴岡市ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 丸善陸上部26

1972 太田　康明 0:45:30103 鶴岡市ｵｵﾀ ｺｳﾒｲ17

1116 皆川　俊法 0:45:31104 宮城県ﾐﾅｶﾜ ﾄｼﾉﾘ33

1249 森　朱里 0:45:32105 新庄市ﾓﾘ ｱｶﾘ 新庄市2

1433 楢岡　祐一 0:45:34106 山形市ﾅﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ17

1208 小池　直樹 0:45:41107 鶴岡市ｺｲｹ ﾅｵｷ34

1500 鈴木　裕美子 0:45:41108 酒田市ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ1

1005 佐藤　玲惟 0:45:43109 新庄市ｻﾄｳ ﾚｲ 天真学園高校空手道部27

1526 原田　孝 0:45:44110 秋田県ﾊﾗﾀ ﾀｶｼ 梶ﾉ目琉馬会5

1024 石垣　大河 0:45:46111 山形市ｲｼｶﾞｷ ﾀｲｶﾞ 山形大学28

1032 菊地　諒 0:45:50112 山形市ｷｸﾁ ﾘｮｳ 山形大学29

1255 成澤　秀 0:45:56113 鶴岡市ﾅﾘｻﾜ ｼｭｳ 東北環境開発18

1157 斎藤　光将 0:45:57114 秋田県ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾏｻ35

1322 上田　要 0:45:58115 秋田県ｳｴﾀﾞ ｶﾅﾒ19

1422 藤田　直也 0:46:01116 寒河江市ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾔ18

1379 池田　弘樹 0:46:01117 東田川郡庄内町ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 桜本ｸﾗﾌﾞ20

1147 奥山　秀一 0:46:02118 鶴岡市ｵｸﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ36

1200 大江　秀紀 0:46:09119 鶴岡市ｵｵｴ ﾋﾃﾞｷ 黄金小学校37

1359 阿部　真 0:46:13120 鶴岡市ｱﾍﾞ ｼﾝ 黄金駅伝21

1454 斎藤　太一 0:46:13121 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 有酸素倶楽部19

1461 池田　勝弥 0:46:14122 秋田県ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾔ20

1063 オサリバン　キリアン 0:46:15123 鶴岡市ｵｻﾘﾊﾞﾝ ｷﾘｱﾝ30

1391 池田　朋子 0:46:18124 秋田県ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｺ4

1344 丸藤　真也 0:46:20125 酒田市ｶﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ22

1376 小野寺　昭仁 0:46:22126 酒田市ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾋﾄ23

1285 青田　隆弘 0:46:22127 宮城県ｱｵﾀ ﾀｶﾋﾛ KRC24

1473 細井　浩二 0:46:24128 秋田県ﾎｿｲ ｺｳｼﾞ 丸海水産KK21

1176 早川　兼司 0:46:28129 新潟県ﾊﾔｶﾜ ｹﾝｼﾞ 立川綜合病院38

1179 斉藤　亮 0:46:29130 酒田市ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ39

1311 五十嵐　進 0:46:30131 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｽｽﾑ25

1082 丸山　紗彩 0:46:36132 鶴岡市ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ 鶴岡第五5

1035 佐藤　寛之 0:46:39133 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 丸善陸上部31

1273 高城　重隆 0:46:39134 鶴岡市ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞﾀｶ26

1201 佐藤　毅 0:46:41135 鶴岡市ｻﾄｳ ﾂﾖｼ40

1042 石川　一歩 0:46:41136 鶴岡市ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾎ 黄金駅伝32

1318 加藤　充生 0:46:56137 鶴岡市ｶﾄｳ ﾐﾂｵ ﾁｰﾑ さぼ.27

1343 後藤　仁紀 0:46:59138 酒田市ｺﾞﾄｳ ｷﾐﾉﾘ28

1323 高橋　大蔵 0:47:02139 山形市ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｿﾞｳ29

1183 高階　吉徳 0:47:03140 秋田県ﾀｶｶｲ ﾖｼﾉﾘ41

1210 齋藤　猛 0:47:03141 酒田市ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ ｾﾝﾀｰｼﾞﾑｷ42

1530 池田　裕 0:47:04142 飽海郡遊佐町ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 山形県障がい者陸上ｸﾗﾌﾞ6

1983 笠川　浩 0:47:05143 新潟県ｶｻｶﾜ ﾋﾛｼ30

1458 岡崎　卓也 0:47:09144 山形市ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾔ TOP ROAD22

1113 堀　隆二 0:47:10145 酒田市ﾎﾘ ﾘｭｳｼﾞ43

1282 吉宮　由明 0:47:14146 東田川郡庄内町ﾖｼﾐﾔ ﾖｼｱｷ 黄金駅伝ﾁｰﾑ31

1524 金田　淳 0:47:16147 秋田県ｶﾈﾀ ｼﾞｭﾝ7

1535 阿部　伸一 0:47:21148 山形市ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁ8

1136 齋藤　秀人 0:47:26149 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ44

1475 小松　貴志 0:47:31150 酒田市ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 東平田走遊会23
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第31回温海さくらマラソン  平成28年4月17日（日）

 あかかぶコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

1184 伊東　一樹 0:47:33151 秋田県ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ KRC45

1338 長谷川　隆博 0:47:34152 鶴岡市ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ32

1120 宮田　晃幸 0:47:35153 東田川郡庄内町ﾐﾔﾀ ﾃﾙﾕｷ46

1489 加藤　彰 0:47:40154 酒田市ｶﾄｳ ｱｷﾗ24

1326 鈴木　宏幸 0:47:46155 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ33

1252 佐藤　智一 0:47:51156 鶴岡市ｻﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ34

1160 伊与田　徳由樹 0:47:52157 酒田市ｲﾖﾀ ﾉﾘﾕｷ47

1313 野坂　清彦 0:47:54158 鶴岡市ﾉｻｶ ｷﾖﾋｺ JA鶴岡35

1571 高杉　昭吾 0:47:56159 青森県ﾀｶｽｷﾞ ｼｮｳｺﾞ9

1237 阿部　睦子 0:47:58160 酒田市ｱﾍﾞ ﾑﾂｺ ﾍﾞｲｼﾃｨﾗﾝﾅｰｽﾞ3

1395 三浦　敏子 0:47:59161 東京都ﾐｳﾗ ﾄｼｺ5

1198 本間　守 0:48:11162 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾀﾓﾂ48

1143 安部　大助 0:48:15163 東田川郡三川町ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 三川爆走隊 ﾊｲｶｯﾄ49

1465 岸　和勇 0:48:18164 鶴岡市ｷｼ ｶｽﾞｵ25

1006 渡部　玲 0:48:18165 新庄市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 天真学園高校空手道部33

1300 高橋　綾 0:48:20166 秋田県ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ36

1219 伊藤　大介 0:48:22167 秋田県ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ50

1315 髙橋　秀元 0:48:25168 鶴岡市ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ37

1003 加藤　魁音 0:48:29169 米沢市ｶﾄｳ ｶｲﾄ 天真学園高校空手道部34

1520 近藤　秀博 0:48:34170 秋田県ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ10

1161 難波　公大 0:48:39171 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾀﾞｲ51

1430 池田　茂 0:48:46172 東田川郡庄内町ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ26

1002 庄司　春輝 0:48:51173 宮城県ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｷ 天真学園高校空手道部35

1973 佐藤　仁順 0:48:51174 酒田市ｻﾄｳ ﾚﾝｽﾝ ﾍﾞｲｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰｽﾞ6

1373 伊藤　満 0:48:52175 鶴岡市ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 鶴岡独走隊38

1256 加藤　輝紀 0:48:53176 酒田市ｶﾄｳ ﾃﾙｷ ｱﾗｲﾄﾞﾃｯｸ(^^;39

1319 安藤　敦 0:48:54177 秋田県ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ RUN2'S40

1245 宮城　のぞみ 0:48:59178 宮城県ﾐﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾐ4

1487 金澤　隆治 0:49:00179 山形市ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶﾊﾙ27

1253 佐藤　正敏 0:49:02180 秋田県ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ41

1109 佐藤　潤一 0:49:07181 鶴岡市ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ52

1499 小細沢　邦子 0:49:08182 鶴岡市ｺﾎﾞｿｻﾞﾜ ｸﾆｺ2

1583 亀谷　孝子 0:49:10183 秋田県ｶﾒﾔ ﾀｶｺ1

1490 熊谷　修 0:49:15184 秋田県ｸﾏｶﾞｲ ｵｻﾑ KEC28

1238 後藤　衣吏子 0:49:16185 酒田市ｺﾞﾄｳ ｴﾘｺ 天野ｸﾗﾌﾞ5

1275 菅原　伸輝 0:49:19186 秋田県ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞｷ42

1332 星川　剛 0:49:23187 酒田市ﾎｼｶﾜ ﾂﾖｼ43

1138 権　昌容 0:49:25188 山形市ｺﾞﾝ ｱｷﾋﾛ53

1484 設楽　健一 0:49:26189 山形市ｼﾀﾗ ｹﾝｲﾁ29

1127 阿部　敬寛 0:49:28190 酒田市ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ54

1166 斎藤　康一 0:49:30191 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾔｽｶｽﾞ ﾁｰﾑ大泉55

1429 佐藤　伸 0:49:36192 酒田市ｻﾄｳ ｼﾝ ﾍｱｰｽﾀｲﾙｼｰﾝ30

1206 高橋　千治 0:49:37193 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾊﾙ 東北日本ﾊﾑ56

1328 寺田　博樹 0:49:37194 酒田市ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ おやじﾎﾞﾝﾊﾞｲｴ44

1455 石塚　政志 0:49:38195 鶴岡市ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻｼ31

1191 三浦　稔 0:49:41196 鶴岡市ﾐｳﾗ ﾐﾉﾙ 丸善陸上部57

1265 齋藤　高将 0:49:43197 埼玉県ｻｲﾄｳ ﾀｶﾏｻ45

1084 山口　和夏子 0:49:45198 山形市ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶｺ 山形大学6

1453 森　義明 0:49:49199 新庄市ﾓﾘ ﾖｼｱｷ 三英ｸﾗﾌﾄ32

1298 齋藤　直樹 0:49:51200 秋田県ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ46
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第31回温海さくらマラソン  平成28年4月17日（日）

 あかかぶコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

1398 梅木　順 0:50:11201 鶴岡市ｳﾒｷ ｼﾞｭﾝ7

1091 石山　智絵 0:50:15202 山形市ｲｼﾔﾏ ﾁｴ7

1404 齋藤　美緒 0:50:17203 山形市ｻｲﾄｲ ﾐｵ8

1470 金沢　功一 0:50:22204 山形市ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ33

1017 奥山　卓 0:50:24205 酒田市ｵｸﾔﾏ ﾀｸ 天真学園高校空手道部36

1330 中村　鉄也 0:50:29206 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 天真学園高校空手道部47

1412 中村　志津 0:50:30207 山形市ﾅｶﾑﾗ ｼﾂﾞ9

1016 小野　瑞稀 0:50:40208 新庄市ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 天真学園高校空手道部37

1545 上野　正光 0:50:49209 鶴岡市ｳｴﾉ ﾏｻﾐﾂ11

1582 草島　寿子 0:50:53210 東田川郡庄内町ｸｻｼﾞﾏ ﾄｼｺ 藤島楽して走り隊2

1130 生田　秀雅 0:50:56211 鶴岡市ｲｸﾀ ﾋﾃﾞﾏｻ 丸善陸上部58

1295 佐藤　文仁 0:51:05212 酒田市ｻﾄｳ ﾌﾐﾋﾄ 山容病院48

1175 釼持　英正 0:51:07213 鶴岡市ｹﾝﾓﾂ ﾋﾃﾞﾏｻ59

1108 那須　正人 0:51:10214 飽海郡遊佐町ﾅｽ ﾏｻﾋﾄ CLUB-R260

1171 元木　幸雄 0:51:13215 酒田市ﾓﾄｷ ﾕｷｵ61

1012 熊谷　大夢 0:51:13216 酒田市ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾑ 天真学園高校空手道部38

1011 佐藤　拓斗 0:51:14217 秋田県ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 天真学園高校空手道部39

1306 後藤　衛 0:51:16218 鶴岡市ｺﾞﾄｳ ﾏﾓﾙ 黄金駅伝49

1559 加藤　洋 0:51:16219 東田川郡庄内町ｶﾄｳ ﾋﾛｼ あまるめ走ろう会12

1261 加藤　賢也 0:51:17220 鶴岡市ｶﾄｳ ｹﾝﾔ50

1350 斎藤　敏 0:51:21221 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ ﾁｰﾑ大泉51

1065 ブルックス　ダニエル 0:51:27222 山形市ﾌﾞﾙｯｸｽ ﾀﾞﾆｴﾙ40

1105 佐藤　光 0:51:27223 酒田市ｻﾄｳ ﾋｶﾙ62

1110 齋藤　貴矢 0:51:29224 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ63

1121 渡部　正人 0:51:29225 東置賜郡高畠町ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ64

1981 三浦　一喜 0:51:32226 鶴岡市ﾐｳﾗ ｶｽﾞｷ13

1980 松橋　真幸 0:51:34227 秋田県ﾏﾂﾊｼ ﾏｻﾕｷ ﾄﾛﾋﾟｶｰﾅRC34

1039 村嶋　祐太朗 0:51:36228 山形市ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 山形大学41

1291 本間　智也 0:51:42229 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾔ 温海ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ52

1220 板垣　和隆 0:51:44230 新潟県ｲﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾀｶｰ65

1979 上野　浩道 0:51:54231 鶴岡市ｳｴﾉ ﾋﾛﾐﾁ66

1090 勝見　茉耶 0:51:59232 山形市ｶﾂﾐ ﾏﾔ 山形大学8

1346 池田　章 0:51:59233 酒田市ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ53

1325 小嶋　ネルソン敏明 0:52:03234 酒田市ｺｼﾞﾏ ﾈﾙｿﾝﾄｼｱｷ ﾀﾞｲｴｯﾄｸﾗﾌﾞ54

1445 阿部　政晴 0:52:03235 天童市ｱﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ35

1413 小田　公子 0:52:06236 新潟県ｵﾀﾞ ｷﾐｺ10

1394 南　和佳 0:52:10237 酒田市ﾐﾅﾐ ﾜｶ 酒田YDK11

1509 米屋　由加子 0:52:10238 村山市ﾖﾈﾔ ﾕｶｺ 東根ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ3

1410 飯沼　弘美 0:52:11239 新潟県ｲｲﾇﾏ ﾋﾛﾐ12

1205 佐々木　光 0:52:13240 秋田県ｻｻｷ ﾋｶﾙ BigBambooo67

1303 斎藤　能之 0:52:14241 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ55

1975 大滝　宗徳 0:52:15242 酒田市ｵｵﾀｷ ﾑﾈﾉﾘ ﾁｰﾑ若草幼稚園36

1377 畑山　勉 0:52:15243 宮城県ﾊﾀﾔﾏ ﾂﾄﾑ56

1539 工藤　克也 0:52:15244 秋田県ｸﾄﾞｳ ｶﾂﾔ14

1294 橋本　晃幸 0:52:20245 鶴岡市ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ ﾁｰﾑAJ57

1070 阿部　翔平 0:52:21246 飽海郡遊佐町ｱﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ42

1402 庄司　ユリ 0:52:24247 鶴岡市ｼｮｳｼﾞ ﾕﾘ ｶﾛﾘｰﾊｰﾌ13

1381 斎藤　浩喜 0:52:25248 酒田市ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ58

1190 阿部　博行 0:52:33249 東田川郡三川町ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ68

1187 佐藤　晴彦 0:52:36250 酒田市ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ69
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第31回温海さくらマラソン  平成28年4月17日（日）

 あかかぶコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

1049 小林　耕起 0:52:38251 秋田県ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 県大熱研43

1036 髙橋　智浩 0:52:38252 秋田県ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 県大熱研44

1304 三浦　有一 0:52:38253 鶴岡市ﾐｳﾗ ﾕｳｲﾁ59

1140 亀谷　慎一郎 0:52:38254 秋田県ｶﾒﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ70

1428 松田　吉則 0:52:40255 秋田県ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ37

1008 佐藤　拳介 0:52:42256 秋田県ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ 天真学園高校空手道部45

1555 赤星　拓 0:52:47257 山形市ｱｶﾎｼ ﾋﾗｸ15

1064 矢納　裕太 0:52:49258 酒田市ﾔﾉｳ ﾕｳﾀ46

1537 齋藤　猛 0:52:50259 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ16

1362 今井　賢 0:52:52260 酒田市ｲﾏｲ ｹﾝ SRFC60

1534 菅原　晃 0:52:57261 宮城県ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ ﾙﾈｻﾝｽ泉中央17

1560 菊池　裕幸 0:53:01262 岩手県ｷｸﾁ ﾕｳｺｳ18

1215 工藤　信彦 0:53:03263 山形市ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｺ71

1392 近　てるみ 0:53:05264 新潟県ｺﾝ ﾃﾙﾐ あらかわ総走会14

1536 内山　武夫 0:53:06265 新潟県ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｵ 荒川総走会19

1059 冨樫　英司 0:53:06266 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ｴｲｼﾞ47

1452 佐藤　勝由喜 0:53:07267 酒田市ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ38

1466 海出　孝幸 0:53:09268 東村山郡山辺町ｶｲﾃﾞ ﾀｶﾕｷ39

1202 工藤　直樹 0:53:10269 山形市ｸﾄﾞｳ ﾅｵｷ72

1528 齊藤　健一 0:53:13270 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ20

1547 柴田　章善 0:53:15271 鶴岡市ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾖｼ21

1196 一柳　和弘 0:53:17272 鶴岡市ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ73

1464 森　隆幸 0:53:19273 北海道ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 中央ﾊﾞｽ40

1234 佐藤　芳美 0:53:20274 新潟県ｻﾄｳ ﾖｼﾐ6

1279 岡田　哲秀 0:53:21275 酒田市ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾋﾃﾞ 酒田市から61

1365 粕谷　慶 0:53:23276 東京都ｶｽﾔ ｹｲ62

1222 伊藤　大 0:53:25277 鶴岡市ｲﾄｳ ﾀﾞｲ 日産駅伝部74

1199 帯谷　友洋 0:53:31278 鶴岡市ｵﾋﾞﾔ ﾄﾓﾋﾛ75

1280 中村　大輔 0:53:31279 酒田市ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ63

1289 大場　雅久 0:53:36280 酒田市ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾋｻ64

1076 菅原　一弥 0:53:42281 飽海郡遊佐町ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ ｺｽﾃﾑRC48

1353 加藤　勝弘 0:53:46282 酒田市ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾛ65

1400 大沼　純子 0:53:47283 宮城県ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ ﾁｰﾑまちゃ15

1224 阿部　孝子 0:53:48284 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾀｶｺ7

1257 大徳　忠史 0:53:54285 秋田県ﾀﾞｲﾄｸ ﾀﾀﾞﾌﾐ 県大熱研66

1476 松本　一夫 0:53:56286 鶴岡市ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ41

1312 中村　武士 0:54:01287 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ67

1236 我孫子　亜紀 0:54:01288 東田川郡庄内町ﾜﾋﾞｺ ｱｷ 丸善陸上部8

1173 佐藤　正幸 0:54:02289 鶴岡市ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ ｺｽﾃﾑRC76

1230 遠藤　美紀 0:54:04290 山形市ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷ ﾁｰﾑﾎﾉﾙﾙ9

1589 鈴木　やえぎ 0:54:04291 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾔｴｷﾞ3

1532 安野　利雄 0:54:10292 鶴岡市ﾔｽﾉ ﾄｼｵ22

1283 阿部　勝 0:54:12293 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾏｻﾙ 金屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ68

1481 渡辺　俊春 0:54:13294 山形市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ42

1089 神戸　史乃 0:54:13295 山形市ｺﾞｳﾄﾞ ｼﾉ 山形大学9

1585 阿部　寿美 0:54:15296 酒田市ｱﾍﾞ ｽﾐ ﾍﾞｲｼﾃｨ･ﾗﾝﾅｰｽﾞ4

1340 佐藤　一之 0:54:19297 鶴岡市ｻﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 東北日本ﾊﾑ69

1235 野辺　理恵 0:54:20298 秋田県ﾉﾍﾞ ﾘｴ10

1366 山本　健也 0:54:26299 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾔ FCﾀｰﾄﾙｽﾞ70

1334 山本　正喜 0:54:37300 秋田県ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 藤原楽走会71
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1469 樫尾　勉 0:54:39301 秋田県ｶｼｵ ﾂﾄﾑ43

1317 本間　順一 0:54:42302 東田川郡三川町ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ72

1383 富樫　典子 0:54:44303 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾉﾘｺ16

1506 堀　裕子 0:54:44304 酒田市ﾎﾘ ﾕｳｺ4

1151 佐藤　紀和 0:54:44305 鶴岡市ｻﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ77

1581 岸　さき子 0:54:45306 栃木県ｷｼ ｻｷｺ 鳥世志5

1567 芳賀　欣一 0:54:45307 酒田市ﾊｶﾞ ｷﾝｲﾁ ﾍﾞｲｼﾃｨR23

1329 吉泉　守 0:54:48308 酒田市ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾏﾓﾙ73

1331 佐々木　壮美 0:54:50309 秋田県ｻｻｷ ﾀｹﾖｼ74

1087 田中　絹子 0:54:52310 山形市ﾀﾅｶ ｷﾇｺ 山形大学10

1074 太田　好光 0:54:52311 飽海郡遊佐町ｵｵﾀ ﾖｼﾐﾂ49

1268 高橋　望 0:54:55312 秋田県ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾑ75

1277 石山　千順 0:54:58313 酒田市ｲｼﾔﾏ ｾﾝｼﾞｭﾝ76

1529 土屋　和哉 0:55:01314 酒田市ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾔ24

1324 今野　武志 0:55:01315 新潟県ｺﾝﾉ ﾀｹｼ77

1414 大井　悦子 0:55:02316 酒田市ｵｵｲ ｴﾂｺ 藤島楽しく走り隊17

1565 松山　義昭 0:55:06317 青森県ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼｱｷ25

1423 石本　正俊 0:55:15318 新潟県ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ44

1370 阿部　俊司 0:55:19319 酒田市ｱﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ78

1371 田中　修司 0:55:19320 山形市ﾀﾅｶ ｼｭｳｼﾞ79

1375 阿蘓　仁一 0:55:19321 酒田市ｱｿ ｼﾞﾝｲﾁ ｺｽﾃﾑRC80

1203 矢野　剛 0:55:20322 酒田市ﾔﾉ ﾀｹｼ78

1449 小林　浩二 0:55:23323 神奈川県ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ ﾄﾖﾀ自動車東日本45

1341 大井　裕司 0:55:23324 神奈川県ｵｵｲ ﾕｳｼﾞ TMEJ81

1420 大宮　智仁 0:55:26325 最上郡最上町ｵｵﾐﾔ ﾄﾓﾋﾄ DAHONEY46

1170 大櫛　英昭 0:55:30326 鶴岡市ｵｵｸｼ ﾋﾃﾞｱｷ ﾁｰﾑまｰ79

1380 清野　拓也 0:55:40327 鶴岡市ｾｲﾉ ﾀｸﾔ なにわ倶楽部82

1553 槇　昭治 0:55:42328 東根市ﾏｷ ｼｮｳｼﾞ26

1566 澤　邦雄 0:55:42329 西村山郡河北町ｻﾜ ｸﾆｵ27

1378 佐藤　秀明 0:55:46330 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ83

1168 向井　大輔 0:55:47331 鶴岡市ﾑｶｲ ﾀﾞｲｽｹ80

1290 土井　直人 0:55:51332 酒田市ﾄﾞｲ ﾅｵﾄ84

1216 五十嵐　大輔 0:55:52333 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｽｹ81

1174 佐藤　陽介 0:55:55334 鶴岡市ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ ﾁｰﾑまｰ82

1150 原田　祐樹 0:55:58335 山形市ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ83

1463 佐藤　好宏 0:56:04336 東根市ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ47

1094 伊藤　悠 0:56:06337 鶴岡市ｲﾄｳ ﾊﾙｶ11

1519 峯田　進 0:56:12338 寒河江市ﾐﾈﾀ ｽｽﾑ 日本郵便28

1158 佐々木　努 0:56:16339 秋田県ｻｻｷ ﾂﾄﾑ84

1480 池田　敏隆 0:56:20340 秋田県ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾀｶ48

1354 安藤　幸輝 0:56:22341 酒田市ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ NSYS85

1498 桐山　恵 0:56:22342 宮城県ｷﾘﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ ﾙﾈｻﾝｽ泉5

1446 本間　一成 0:56:23343 秋田県ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 秋田ﾏﾗﾄﾝ会49

1971 橋本　進 0:56:24344 新潟県ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾑ ﾀﾄﾎﾟﾝ倶楽部29

1542 石山　善市 0:56:29345 山形市ｲｼﾔﾏ ﾖｼｲﾁ 東根ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ30

1505 澁谷　明美 0:56:30346 東田川郡庄内町ｼﾌﾞﾔ ｱｹﾐ6

1364 齋藤　太 0:56:31347 山形市ｻｲﾄｳ ﾌﾄｼ86

1092 石川　早紀 0:56:34348 鶴岡市ｲｼｶﾜ ｻｷ12

1482 井上　博之 0:56:36349 天童市ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ ﾁｰﾑ井上50

1010 小野　涼平 0:56:40350 新庄市ｵﾉ ﾘｮｳﾍｲ 天真学園高校空手道部50

Print : 2016/04/17 13:13:15 7 / 11 ページ Official Timer & Result By Finesystem



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第31回温海さくらマラソン  平成28年4月17日（日）

 あかかぶコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

1342 小池　政彦 0:56:46351 鶴岡市ｺｲｹ ﾏｻﾋｺ 金屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ87

1314 池田　賢 0:56:46352 酒田市ｲｹﾀﾞ ｹﾝ 東北日本ﾊﾑ88

1406 工藤　由美子 0:56:48353 宮城県ｸﾄﾞｳ ﾕﾐｺ18

1556 村山　裕一 0:56:58354 新潟県ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 村上TC31

1159 寺田　晃丈 0:57:00355 酒田市ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ｺｽﾃﾑRC85

1591 矢作　洋子 0:57:03356 山形市ﾔﾊｷﾞ ﾖｳｺ やまのべRRC6

1551 髙坂　重行 0:57:03357 酒田市ﾀｶｻｶ ｼｹﾞﾕｷ32

1397 高橋　典子 0:57:04358 山形市ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 霞城ERC19

1478 名久井　英介 0:57:04359 青森県ﾅｸｲ ｴｲｽｹ51

1437 古木　隆幸 0:57:05360 宮城県ﾌﾙｷ ﾀｶﾕｷ ﾁｰﾑ黒霧52

1211 真島　博 0:57:08361 山形市ﾏｼﾏ ﾋﾛｼ 日本郵便86

1511 櫻井　きえこ 0:57:14362 宮城県ｻｸﾗｲ ｷｴｺ7

1248 近藤　習子 0:57:16363 山形市ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｺ11

1557 佐藤　静雄 0:57:26364 東田川郡庄内町ｻﾄｳ ｼｽﾞｵ あまるめ走ろう会33

1977 安孫子　幸子 0:57:27365 山形市ｱﾋﾞｺ ｻﾁｺ 霞城ERC8

1301 佐藤　和人 0:57:31366 鶴岡市ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾄ89

1066 吉川　貴裕 0:57:41367 鶴岡市ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ51

1474 兼子　俊男 0:57:43368 鶴岡市ｶﾈｺ ﾄｼｵ ﾁｰﾑ 1人53

1403 大山　則子 0:57:44369 東根市ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｺ20

1494 中山　富雄 0:57:49370 秋田県ﾅｶﾔﾏ ﾄﾐｵ54

1231 田中　那奈 0:57:55371 山形市ﾀﾅｶ ﾅﾅ12

1101 田中　紗智 0:57:55372 鶴岡市ﾀﾅｶ ｻﾁ13

1351 原田　博行 0:57:59373 鶴岡市ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 黄金駅伝90

1302 井上　伸也 0:58:02374 鶴岡市ｲﾉｳｴ ｼﾝﾔ91

1573 小田　一宇 0:58:04375 新潟県ｵﾀﾞ ｲﾁｳ34

1514 佐藤　伸一 0:58:06376 酒田市ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ やわたY-Yｸﾗﾌﾞ35

1163 相馬　敏明 0:58:07377 新潟県ｿｳﾏ ﾄｼｱｷ87

1162 冨木　邦弘 0:58:08378 秋田県ﾄﾐｷ ｸﾆﾋﾛ 古雪RC88

1417 堀江　研二 0:58:13379 埼玉県ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ 栗橋郵便局55

1102 佐々木　香織 0:58:15380 酒田市ｻｻｷ ｶｵﾘ14

1195 小林　泰洋 0:58:20381 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ ｺｽﾃﾑRC89

1570 長谷川　正 0:58:29382 新潟県ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ36

1152 長谷川　明 0:58:37383 秋田県ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ90

1468 江成　忠一郎 0:58:42384 酒田市ｴﾅﾘ ﾀﾀﾞｲﾁﾛｳ ﾍﾞｲｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ56

1260 瀬野　正良 0:58:43385 東根市ｾﾉ ﾏｻﾖｼ92

1408 佐藤　瑞穂 0:58:47386 秋田県ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ わかみ歯科21

1194 菅井　亮 0:58:57387 酒田市ｽｶﾞｲ ﾘｮｳ91

1221 中林　繁 0:59:03388 秋田県ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ92

1099 山谷　恵美子 0:59:06389 秋田県ﾔﾏﾔ ｴﾐｺ15

1131 鈴木　博文 0:59:16390 山形市ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ93

1053 鎌田　豊司 0:59:18391 鶴岡市ｶﾏﾀ ﾄﾖｼﾞ 金屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ52

1106 佐藤　康秀 0:59:22392 酒田市ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾃﾞ94

1180 酒井　紀通 0:59:25393 秋田県ｻｶｲ ｶｽﾞﾕｷ95

1309 佐藤　康之 0:59:35394 鶴岡市ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ 金屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ93

1124 福田　行治 0:59:37395 酒田市ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ96

1214 高橋　純一 0:59:39396 鶴岡市ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ ここｾﾝ97

1572 株木　秀碩 0:59:43397 鶴岡市ｶﾌﾞｷ ﾋﾃﾞﾋﾛ つくば走ろう会37

1388 石井　はつか 0:59:44398 秋田県ｲｼｲ ﾊﾂｶ22

1037 武田　広幸 0:59:45399 寒河江市ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 元公益大長距離部ﾃﾞﾌﾞｽﾞ53

1247 小西　春奈 0:59:47400 秋田県ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ 藤原楽走会13
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1263 長岡　修平 0:59:53401 鶴岡市ﾅｶﾞｵｶ ｼｭｳﾍｲ 金屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ94

1407 三浦　貴子 1:00:02402 酒田市ﾐｳﾗ ﾀｶｺ23

1243 吉田　文枝 1:00:11403 秋田県ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｴ わいわいｸﾗﾌﾞ14

1399 栗林　美香 1:00:20404 酒田市ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｶ24

1095 伊藤　友希 1:00:22405 酒田市ｲﾄｳ ﾕｷ16

1043 工藤　大樹 1:00:23406 東田川郡庄内町ｸﾄﾞｳ ﾀｲｷ54

1178 菅原　悠輔 1:00:30407 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ ﾁｰﾑまｰ98

1472 山口　光昭 1:00:34408 山形市ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｱｷ57

1038 佐藤　駿 1:00:37409 酒田市ｻﾄｳ ｼｭﾝ ｺｽﾃﾑRC55

1286 森屋　秀樹 1:00:40410 酒田市ﾓﾘﾔ ﾋﾃﾞｷ95

1575 溝江　吉眞 1:00:44411 青森県ﾐｿﾞｴ ﾖｼﾀﾀﾞ 浪岡走友会38

1521 高橋　正義 1:00:48412 東根市ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 東根ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ39

1233 横澤　恵里香 1:00:55413 山形市ﾖｺｻﾜ ｴﾘｶ15

1976 佐々木　俊美 1:00:55414 東田川郡ｻｻｷ ﾄｼﾐ あまるめ走ろう会96

1427 高平　英典 1:00:56415 宮城県ﾀｶﾋﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ58

1497 佐々木　圭子 1:00:57416 東田川郡庄内町ｻｻｷ ｹｲｺ9

1432 熊谷　聡 1:01:06417 秋田県ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄｼ59

1492 村上　真弥 1:01:12418 酒田市ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ60

1460 佐藤　隆行 1:01:14419 山形市ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ61

1543 阿部　浩治 1:01:24420 鶴岡市ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ40

1502 加藤　えみ 1:01:26421 東田川郡庄内町ｶﾄｳ ｴﾐ10

1357 福井　邦彦 1:01:31422 鶴岡市ﾌｸｲ ｸﾆﾋｺ ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ97

1146 阿部　真一 1:01:32423 東田川郡庄内町ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁ99

1307 門田　勝 1:01:39424 酒田市ｶﾄﾞﾀ ﾏｻﾙ98

1576 竹内　賢 1:01:47425 秋田県ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ 象■芭蕉ｸﾗﾌﾞ41

1538 亀谷　悟 1:01:47426 秋田県ｶﾒﾔ ｻﾄﾙ ｲﾔﾀｶ42

1075 三浦　佑人 1:01:49427 酒田市ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ ｺｽﾃﾑRC56

1204 本木　宏幸 1:01:52428 東根市ﾓﾄｷ ﾋﾛﾕｷ100

1288 黒田　研司 1:01:52429 東田川郡三川町ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ひぽくらてす99

1240 本木　恵美子 1:02:05430 東根市ﾓﾄｷ ｴﾐｺ 篠田病院16

1457 正岡　俊明 1:02:19431 鶴岡市ﾏｻｵｶ ﾄｼｱｷ62

1096 後藤　景子 1:02:25432 酒田市ｺﾞﾄｳ ｹｲｺ ｺｽﾃﾑRC17

1462 土田　浩和 1:02:29433 鶴岡市ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ63

1278 佐藤　渉 1:02:32434 鶴岡市ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 桜酒走友会100

1405 佐藤　圭 1:02:34435 鶴岡市ｻﾄｳ ｹｲ25

1574 有馬　勇一 1:02:34436 青森県ｱﾘﾏ ﾕｳｲﾁ43

1564 小島　文明 1:02:39437 新潟県ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｱｷ44

1456 阿部　裕 1:02:45438 秋田県ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ64

1544 高橋　定男 1:02:46439 宮城県ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞｵ45

1186 和賀　亘平 1:02:49440 秋田県ﾜｶﾞ ｺｳﾍｲ101

1527 小松　秀輝 1:02:51441 新庄市ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ かぶこま46

1579 細井　康子 1:02:54442 秋田県ﾎｿｲ ﾔｽｺ7

1177 五十嵐　佳也 1:02:55443 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾔ ﾁｰﾑまｰ102

1349 渡部　直人 1:02:57444 鶴岡市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ101

1250 関野　彩映子 1:03:03445 酒田市ｾｷﾉ ｻｴｺ 井筒17

1517 佐藤　裕介 1:03:10446 酒田市ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ47

1550 石沢　健治 1:03:19447 宮城県ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ48

1287 相馬　隆宏 1:03:35448 鶴岡市ｿｳﾏ ﾀｶﾋﾛ ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ102

1512 門崎　由美子 1:03:37449 酒田市ｶﾄﾞｻｷ ﾕﾐｺ11

1552 阿部　政敏 1:03:40450 秋田県ｱﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 毎日ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ49
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1548 工藤　照治 1:03:43451 鶴岡市ｸﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ50

1369 西村　誠一 1:03:44452 北海道ﾆｼﾑﾗ ｾｲｲﾁ ﾎﾃﾙﾃﾄﾗ103

1360 土門　修 1:03:49453 酒田市ﾄﾞﾓﾝ ｼｭｳ 南遊佐ﾗﾝﾅｰｽﾞ104

1347 加藤　清一 1:03:49454 酒田市ｶﾄｳ ｾｲｲﾁ105

1444 鈴木　岳夫 1:03:53455 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ65

1207 石川　智広 1:04:00456 上山市ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ103

1541 大川　宏喜 1:04:02457 鶴岡市ｵｵｶﾜ ﾋﾛｷ ｸﾗﾌﾞ二輪倶51

1562 佐藤　昇 1:04:06458 酒田市ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ52

1072 狩野　結多 1:04:09459 山形市ｶﾘﾉ ﾕｳﾀ ｿｰﾚﾎｰﾑ前田57

1436 武田　昌彦 1:04:11460 神奈川県ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋｺ66

1081 五十嵐　天美 1:04:15461 酒田市ｲｶﾞﾗｼ ｱﾏﾐ 天真学園高校空手道部18

1262 北野　博文 1:04:21462 山形市ｷﾀﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ106

1213 竹内　聡 1:04:35463 新潟県ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ KODAX104

1367 渋江　雅彦 1:04:44464 山形市ｼﾌﾞｴ ﾏｻﾋｺ107

1372 渡部　洋一 1:04:46465 酒田市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ108

1107 佐川　洋平 1:05:08466 秋田県ｻｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ105

1228 佐藤　沙織 1:05:08467 鶴岡市ｻﾄｳ ｻｵﾘ 中山 與治兵衛18

1154 池田　勝 1:05:14468 酒田市ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾙ106

1348 和賀　雅之 1:05:15469 秋田県ﾜｶﾞ ﾏｻﾕｷ109

1496 森　久美子 1:05:17470 北海道ﾓﾘ ｸﾐｺ ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ12

1416 高橋　三男 1:05:17471 秋田県ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｵ67

1046 飯鉢　昌行 1:05:18472 東田川郡三川町ｲｲﾊﾞﾁ ﾏｻﾕｷ ｺｽﾃﾑRC58

1189 冨塚　孝弘 1:05:18473 鶴岡市ﾄﾐﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ ｱﾙﾌｧｰﾜﾝ鶴岡107

1510 齋藤　百合子 1:05:26474 東根市ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 東根ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ13

1525 松田　邦義 1:05:43475 栃木県ﾏﾂﾀﾞ ｸﾆﾖｼ53

1058 五十嵐　大樹 1:05:55476 鶴岡市ｲｶﾗｼ ﾀﾞｲｷ59

1411 黒澤　康子 1:05:59477 新潟県ｸﾛｻﾜ ﾔｽｺ26

1241 金子　梨恵 1:06:20478 新潟県ｶﾈｺ ﾘｴ TeamKODA19

1308 半澤　宏 1:06:21479 宮城県ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾛｼ110

1100 安在　優佳 1:06:22480 酒田市ｱﾝｻﾞｲ ﾕｶ19

1098 田村　恵 1:06:22481 酒田市ﾀﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ20

1258 斉藤　都美 1:06:25482 埼玉県ｻｲﾄｳ ｸﾆﾖｼ111

1368 松田　耕樹 1:06:26483 鶴岡市ﾏﾂﾀ ｺｳｷ くしびき走友会112

1459 佐藤　敦 1:06:36484 鶴岡市ｻﾄｳ ｱﾂｼ 中山 與治兵衛68

1164 刈谷　雅之 1:07:03485 新潟県ｶﾘﾔ ﾏｻﾕｷ108

1229 加藤　菜佳 1:07:06486 鶴岡市ｶﾄｳ ﾅｶ20

1088 貝沼　亜梨沙 1:07:11487 新潟県ｶｲﾇﾏ ｱﾘｻ21

1409 鈴木　恵美 1:07:18488 東田川郡庄内町ｽｽﾞｷ ｴﾐ27

1558 中嶋　喜代博 1:07:31489 秋田県ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖﾋﾛ54

1239 池田　千草 1:07:47490 秋田県ｲｹﾀﾞ ﾁｸﾞｻ21

1251 橋本　享代 1:07:59491 新潟県ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁﾖ TeamKODA22

1586 加藤　和枝 1:08:46492 新潟県ｶﾄｳ ｶｽﾞｴ8

1316 山本　壮人 1:09:15493 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ113

1390 山本　登紀 1:09:16494 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷ28

1244 高橋　樹里 1:09:28495 宮城県ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾘ23

1587 佐藤　美智子 1:09:54496 鶴岡市ｻﾄｳ ﾐﾁｺ9

1296 今野　一徳 1:10:12497 宮城県ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾉﾘ ﾁｰﾑｴｰｼﾞｪｰ114

1531 堀内　隆三 1:10:33498 鶴岡市ﾎﾘｳﾁ ﾘｭｳｿﾞｳ 鶴岡協立病院55

1019 岡部　颯 1:11:22499 酒田市ｵｶﾍﾞ ﾊﾔﾃ ｺｽﾃﾑRC60

1086 杉山　陽香 1:11:48500 秋田県ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｶ 県大熱研22
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1386 富樫　敦子 1:11:53501 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ｱﾂｺ 桜酒走友会29

1226 佐藤　静 1:12:01502 酒田市ｻﾄｳ ｼｽﾞ24

1119 堤　尚史 1:12:01503 酒田市ﾂﾂﾐ ﾋｻｼ109

1067 須田　貴大 1:12:06504 酒田市ｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ｺｽﾃﾑRC61

1507 佐々木　弥生 1:12:35505 秋田県ｻｻｷ ﾔﾖｲ14

1483 片桐　孝志 1:12:38506 村山市ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｶｼ 上宿走ろう会69

1246 佐藤　友子 1:12:39507 新潟県ｻﾄｳ ﾄﾓｺ25

1563 土岐　三郎 1:14:49508 鶴岡市ﾄﾞｷ ｻﾌﾞﾛｳ56

1014 五十嵐　元樹 1:14:53509 東京都ｲｶﾞﾗｼ ｹﾞﾝｷ 天真学園高校空手道部62

1577 佐藤　真知子 1:14:54510 酒田市ｻﾄｳ ﾏﾁｺ やわたY-Yｸﾗﾌﾞ10

1080 鈴木　望恵 1:15:27511 飽海郡遊佐町ｽｽﾞｷ ﾓｴ 天真学園高校空手道部23

1588 髙橋　裕 1:16:02512 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ﾋﾞｰﾀﾞｯｼｭ11

1569 髙橋　仁 1:16:02513 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ ﾋﾞｰﾀﾞｯｼｭ57

1974 梅津　惠子 1:16:19514 酒田市ｳﾒﾂ ﾔｽｺ ﾍﾞｲｼﾃｨﾗﾝﾅｰｽﾞ12

1590 髙橋　とみ子 1:17:08515 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾄﾐｺ13

1050 佐藤　一洋 1:17:41516 酒田市ｻﾄｳ ｶﾂﾞﾋﾛ ｺｽﾃﾑRC63

1504 韮沢　智子 1:18:42517 新潟県ﾆﾗｻﾜ ﾄﾓｺ15

1578 堀内　成子 1:19:26518 鶴岡市ﾎﾘｳﾁ ｼｹﾞｺ 聖路加走ろう会14

1440 山本　景壽 1:19:34519 秋田県ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾞﾋｻ70

1434 伊藤　道宏 1:20:06520 宮城県ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾛ 道宏相浦島田半沢荒川71

1227 佐藤　永 1:20:31521 鶴岡市ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ｺｽﾃﾑRC26

1345 成田　淳 1:21:51522 鶴岡市ﾅﾘﾀ ｼﾞｭﾝ ﾎﾃﾙﾃﾄﾗﾘｿﾞｰﾄ海115

1078 村形　博和 1:22:01523 天童市ﾑﾗｶﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 山形運動部64

1112 伊藤　英介 1:28:02524 鶴岡市ｲﾄｳ ｴｲｽｹ ｱﾗｲﾄﾞﾃｯｸ110

1546 高橋　勇人 1:31:03525 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ58

1223 遠田　美菜 1:33:42526 東田川郡庄内町ｴﾝﾀ ﾐﾅ27
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