
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) つぼみコース　小学生低学年男子

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

23 高橋　愛琉 0:07:40 秋田県ﾀｶﾊｼ ｱｲﾙ1

38 白幡　瑛 0:08:46 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ｴｲ 豊浦小学校2

44 池田　久遠 0:08:56 新潟県ｲｹﾀﾞ ｸｵﾝ3

39 戸林　広明 0:09:23 鶴岡市ﾄﾊﾞﾔｼ ｺｳﾒｲ 鶴岡持久走クラブ4

43 松本　恵宗 0:09:23 鶴岡市ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼｭｳ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ5

24 中村　虎宇 0:09:28 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ｺｳ6

34 公平　翔士 0:09:31 西村山郡大江町ｺｳﾍｲ ｻﾈﾄ ＥＴジュニア7

25 富樫　翼 0:09:35 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾂﾊﾞｻ 朝暘二小8

36 髙橋　勝真 0:09:41 西村山郡河北町ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ ＥＴジュニア9

22 中西　理訓 0:09:42 秋田県ﾅｶﾆｼ ﾘｸ10

33 佐藤　征則 0:09:44 鶴岡市ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ11

9 和根﨑　蒼甫 0:09:45 酒田市ﾜﾈｻﾞｷ ｿｳｽｹ 平田陸上教室12

21 鈴木　稜真 0:09:48 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ13

6 佐藤　日葵 0:09:50 酒田市ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 平田陸上教室14

11 菅原　真之輔 0:10:05 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾉｽｹ 鶴岡持久走クラブ15

17 井上　元気 0:10:07 鶴岡市ｲﾉｳｴ ｹﾞﾝｷ マルゲン観光16

31 堀　遥翔 0:10:10 酒田市ﾎﾘ ﾊﾙﾄ 松原小学校17

29 小池　陸 0:10:16 鶴岡市ｺｲｹ ﾘｸ ﾁｰﾑ小池18

40 佐藤　來聖 0:10:19 鶴岡市ｻﾄｳ ﾗｲｾｲ19

30 佐藤　朔 0:10:21 鶴岡市ｻﾄｳ ｻｷ20

32 大石　悠生 0:10:25 寒河江市ｵｵｲｼ ﾊﾙｷ ＥＴジュニア21

7 齋藤　大智 0:10:36 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ22

8 渡部　丈流 0:10:43 鶴岡市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ23

5 田中　慎太郎 0:10:45 山形市ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ24

42 本間　瑠唯 0:10:52 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾙｲ25

13 清水　千緑 0:10:56 鶴岡市ｼﾐｽﾞ ｾﾝﾘ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ26

16 大滝　龍人 0:10:56 鶴岡市ｵｵﾀｷ ﾘｭｳﾄ 持久走ｸﾗﾌﾞ27

12 井上　幸太郎 0:10:59 鶴岡市ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾛｳ 鶴岡持久走クラブ28

35 齋藤　大輔 0:11:03 酒田市ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 宮野浦小学校29

10 難波　歩暉 0:11:03 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕｷ 斎小学校30

41 秋山　智 0:11:03 鶴岡市ｱｷﾔﾏ ﾄﾓ31

14 伊藤　陽来 0:11:08 鶴岡市ｲﾄｳ ﾊﾙｷ あつみ小学校32

19 榎本　尋 0:11:27 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ｼﾞﾝ チームＥＮＯＭＯＴＯ33

27 新舘　悠貴 0:11:32 酒田市ｼﾝﾀﾃ ﾕｳｷ34

28 富樫　麟 0:11:53 秋田県ﾄｶﾞｼ ﾘﾝ 東大曲小学校35

15 佐藤　海俐 0:12:02 鶴岡市ｻﾄｳ ｶｲﾘ36

26 齋藤　遼太 0:12:07 酒田市ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ37

20 岩浪　廉 0:13:48 鶴岡市ｲﾜﾅﾐ ﾚﾝ38

2 石塚　一真 0:15:20 鶴岡市ｲｼﾂﾞｶ ｶｽﾞﾏ39

4 秋山　航 0:15:56 鶴岡市ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ40
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) つぼみコース　小学生低学年女子

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

63 岡田　玲那 0:08:14 新潟県ｵｶﾀﾞ ﾚｲﾅ 岡田塾1

72 熊谷　結翔 0:08:31 秋田県ｸﾏｶﾞｲ ﾕｲｶ 千畑小学校2

71 須貝　汐那 0:09:18 新潟県ｽｶﾞｲ ｾﾅ3

78 太田　琴海 0:09:48 西村山郡河北町ｵｵﾀ ｺﾄﾐ ＥＴジュニア4

67 三原　柑菜 0:09:54 新潟県ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ 岡田塾5

73 渡部　朱莉 0:09:59 鶴岡市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ6

77 仲川　心織 0:10:11 酒田市ﾅｶｶﾞﾜ ｼｵﾘ7

74 大石　彩生 0:10:29 寒河江市ｵｵｲｼ ｻｷ 西根小学校8

58 鈴木　柚芽 0:10:35 酒田市ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 松山小学校9

60 三浦　采桜 0:10:37 鶴岡市ﾐｳﾗ ｻｷ10

80 五十嵐　寛奈 0:10:39 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｶﾝﾅ11

52 小川　未紘 0:10:57 新潟県ｵｶﾞﾜ ﾐﾋﾛ12

61 大隅　百華 0:11:13 西村山郡河北町ｵｵｽﾐ ﾓｶ ETｼﾞｭﾆｱ13

56 小野寺　椎南 0:11:22 鶴岡市ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｲﾅ14

47 渡部　心春 0:11:24 鶴岡市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ15

54 齋藤　愛菜 0:11:26 西村山郡河北町ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ ＥＴジュニア16

64 伊藤　実紅 0:11:26 鶴岡市ｲﾄｳ ﾐｸ あつみ小学校17

53 仲川　陽夏 0:11:34 酒田市ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾉｶ18

45 吉永　彩華 0:11:45 鶴岡市ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾔｶ19

65 五十嵐　陽穂 0:11:46 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾎ20

66 榎本　心春 0:11:51 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ｺﾊﾙ21

76 池田　結衣 0:11:52 鶴岡市ｲｹﾀﾞ ﾕｲ22

68 富樫　知菜 0:11:53 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾁﾅ あつみ小学校23

82 佐藤　明花里 0:11:54 鶴岡市ｻﾄｳ ｱｶﾘ24

51 佐藤　青葉 0:12:03 鶴岡市ｻﾄｳ ｱｵﾊﾞ 第五走友会25

70 柳澤　未梨愛 0:12:09 鶴岡市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾘｱ あつみ小学校26

81 柳沢　さくら 0:12:16 酒田市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｸﾗ27

59 吉永　美優 0:12:21 鶴岡市ﾖｼﾅｶﾞ ﾐﾕｳ28

46 佐藤　怜 0:12:21 鶴岡市ｻﾄｳ ﾘｮｳ29

57 志田　ゆう 0:12:36 酒田市ｼﾀﾞ ﾕｳ 平田陸上教室30

62 五十嵐　妃奈 0:12:41 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾅ あつみ小学校31

55 齋藤　まり夏 0:12:55 神奈川県ｻｲﾄｳ ﾏﾘｶ32

49 佐藤　佳奈 0:12:57 鶴岡市ｻﾄｳ ｶﾅ あさひ小学校33

79 斎藤　美海 0:13:00 酒田市ｻｲﾄｳ ﾐｳﾐ 富士見小学校34

75 佐藤　涼 0:13:20 鶴岡市ｻﾄｳ ﾘｮｳ35

69 伊藤　凜 0:13:26 鶴岡市ｲﾄｳ ﾘﾝ36
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) つぼみコース　小学生高学年男子

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

177 宗前　澄 0:07:34 西村山郡河北町ｿｳｾﾞﾝ ｷﾖﾄ ＥＴジュニア1

179 髙橋　一真 0:07:54 西村山郡河北町ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ＥＴジュニア2

171 嵯峨　大翔 0:07:56 酒田市ｻｶﾞ ﾋﾛﾄ 酒田市立泉小学校3

133 安食　光翔 0:07:59 寒河江市ｱｼﾞｷ ﾋﾛﾄ ＥＴジュニア4

172 大石　庵史 0:08:00 寒河江市ｵｵｲｼ ｱﾝｼﾞ ＥＴジュニア5

175 石川　大雅 0:08:04 西村山郡河北町ｲｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ ＥＴｼﾞｭﾆｱ6

184 大隅　悠生 0:08:04 西村山郡河北町ｵｵｽﾐ ﾊﾙ ETｼﾞｭﾆｱ7

148 石塚　拓弥 0:08:07 鶴岡市ｲｼﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 豊浦小学校8

130 鈴木　大翔 0:08:10 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ9

127 大沼　正宗 0:08:14 寒河江市ｵｵﾇﾏ ﾏｻﾑﾈ ＥＴジュニア10

169 槇　正宗 0:08:25 西村山郡河北町ﾏｷ ﾏｻﾑﾈ ＥＴジュニア11

147 佐藤　彩人 0:08:27 鶴岡市ｻﾄｳ ｱﾔﾄ12

132 本間　剛 0:08:29 鶴岡市ﾎﾝﾏ ｺﾞｳ13

152 五十嵐　柊人 0:08:33 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳﾄ 温海ﾄﾗｲｽﾋﾟﾘｯﾂ14

141 土岐　隼晴 0:08:34 鶴岡市ﾄｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 鶴岡持久走クラブ15

93 漆山　実篤 0:08:40 鶴岡市ｳﾙｼﾔﾏ ｻﾈｱﾂ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ16

178 寺西　恭太郎 0:08:40 寒河江市ﾃﾗﾆｼ ｷｮｳﾀﾛｳ ＥＴジュニア17

176 吉田　壮一郎 0:08:40 鶴岡市ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 鶴岡ＲＷ18

143 荒木　遥貴 0:08:40 西村山郡河北町ｱﾗｷ ﾊﾙｷ ＥＴジュニア19

180 髙橋　滉矢 0:08:45 西村山郡河北町ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ ETｼﾞｭﾆｱ20

101 佐藤　輝 0:08:47 酒田市ｻﾄｳ ｷﾗ21

145 齋藤　葵 0:08:47 酒田市ｻｲﾄｳ ｱｵｲ SRKｼﾞｭﾆｱ22

108 後藤　諒真 0:08:48 西村山郡河北町ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾏ ETｼﾞｭﾆｱ23

158 井上　優汰 0:08:50 鶴岡市ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 鶴岡持久走クラブ24

94 五十嵐　優成 0:08:50 酒田市ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｾｲ 黒森小学校25

140 太田　絢斗 0:08:50 西村山郡西川町ｵｵﾀ ｱﾔﾄ 西川ランナーズ26

137 小笠原　雄大 0:08:59 酒田市ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾀﾞｲ27

105 兜森　裕貴 0:09:01 秋田県ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾕｳｷ 旭川小学校28

142 松本　宗明 0:09:04 鶴岡市ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾒｲ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ29

85 伊藤　陽葵 0:09:13 鶴岡市ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ30

98 浅藤　弘輝 0:09:15 酒田市ｱｻﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 平田陸上教室31

115 佐藤　陽太 0:09:16 鶴岡市ｻﾄｳ ﾊﾙﾀ 鼠ヶ関小学校32

161 野坂　凌功 0:09:17 鶴岡市ﾉｻｶ ﾘｸ 鶴岡持久力クラブ33

182 忠鉢　条 0:09:18 鶴岡市ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｼﾞｮｳ 温海トライスピリッツ34

162 清野　義規 0:09:20 鶴岡市ｾｲﾉ ﾖｼｷ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ35

113 黒坂　志吹 0:09:22 西村山郡河北町ｸﾛｻｶ ｼﾌﾞｷ ＥＴ36

164 佐藤　征英 0:09:25 鶴岡市ｻﾄｳ ｼｮｳｴｲ37

122 佐藤　希夢 0:09:25 鶴岡市ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾑ38

88 難波　大瑛 0:09:26 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲﾖｳ39

125 本間　悠紀斗 0:09:29 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾕｷﾄ40

135 白田　透也 0:09:29 鶴岡市ｼﾗﾀ ﾄｵﾔ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ41

136 加藤　友偉 0:09:32 鶴岡市ｶﾄｳ ﾕｳｲ チーム　さぼ42

167 佐藤　迅 0:09:34 鶴岡市ｻﾄｳ ｼﾞﾝ43

95 五十嵐　胡雄 0:09:35 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｺﾞｵ44

183 阿部　信之介 0:09:39 酒田市ｱﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 平田陸上教室45

103 吉田　周平 0:09:41 鶴岡市ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 鶴岡ＲＷ46

149 阿部　勇翔 0:09:45 酒田市ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ47

114 秋野　維月 0:09:50 鶴岡市ｱｷﾉ ｲﾂｷ 朝暘第一小学校48

153 中村　鷲斗 0:09:52 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ49

106 池田　亮太 0:09:52 酒田市ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ＭＯＲＮＩＮＧ50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) つぼみコース　小学生高学年男子

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

166 柳澤　龍気 0:09:55 鶴岡市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳｷ あつみ小学校51

129 和根﨑　悠平 0:09:57 酒田市ﾜﾈｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 平田陸上教室52

139 佐藤　光毅 0:09:57 鶴岡市ｻﾄｳ ﾐﾂｷ53

107 横田　康成 0:10:01 鶴岡市ﾖｺﾀ ｺｳｾｲ 4小54

97 岡田　郁瑞 0:10:08 鶴岡市ｵｶﾀﾞ ｲｸﾐ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ55

138 佐藤　巧都 0:10:08 鶴岡市ｻﾄｳ ﾀｸﾄﾄ 鶴岡市立朝暘第四小学校56

110 志田　健大 0:10:09 酒田市ｼﾀﾞ ｹﾝﾀ57

121 垂石　拓真 0:10:10 東根市ﾀﾙｲｼ ﾀｸﾏ 大富陸上クラブ58

165 荒木　啓佑 0:10:12 西村山郡西川町ｱﾗｷ ｹｲｽｹ KSR倶楽部59

109 佐藤　竜之介 0:10:12 鶴岡市ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ あつみ小学校60

87 荒木　脩汰 0:10:17 西村山郡西川町ｱﾗｷ ｼｭｳﾀ KSR倶楽部61

116 渡部　大洋 0:10:17 鶴岡市ﾜﾀﾈﾍﾞ ﾀｲﾖｳ62

144 大森　泰地 0:10:20 鶴岡市ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾁ クラブ二輪倶63

84 佐藤　快 0:10:21 鶴岡市ｻﾄｳ ｶｲ あさひ小学校64

128 斎藤　幹泰 0:10:21 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾐｷﾔｽ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ65

131 榎本　碧 0:10:22 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ｱｵ チームＥＮＯＭＯＴＯ66

89 吉泉　皓史 0:10:26 酒田市ﾖｼｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ 酒田市立松原小学校67

123 鈴木　雄冴 0:10:31 酒田市ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ 松山小学校68

170 月岡　良稀 0:10:32 西村山郡河北町ﾂｷｵｶ ﾖｼｷ ＥＴジュニア69

150 三浦　拓大 0:10:54 鶴岡市ﾐｳﾗ ﾀｸﾋﾛ70

90 斎藤　寛恭 0:10:56 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾁｶ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ71

120 石川　瑞人 0:10:57 西村山郡河北町ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞﾄ ETｼﾞｭﾆｱ72

86 石塚　達也 0:10:58 鶴岡市ｲｼﾂﾞｶ ﾀﾂﾔ73

117 石塚　悠誠 0:11:09 鶴岡市ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｾｲ74

156 岡田　周 0:11:10 鶴岡市ｵｶﾀﾞ ｱﾏﾈ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ75

155 樋渡　悠真 0:11:11 鶴岡市ﾋﾜﾀﾘ ﾕｳﾏ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ76

154 樋渡　一真 0:11:13 鶴岡市ﾋﾜﾀﾘ ｶｽﾞﾏ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ77

168 斎藤　駿佑 0:11:22 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ あつみ小学校78

146 小池　亜杜 0:11:29 鶴岡市ｺｲｹ ｱﾄ ﾁｰﾑ小池79

112 佐藤　秀成 0:11:38 鶴岡市ｻﾄｳ ｼｭｳｾｲ80

104 五十嵐　蒼斗 0:11:44 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｱｵﾄ81

118 奥山　波音 0:11:44 鶴岡市ｵｸﾔﾏ ﾊﾈ チームおく82

99 齋藤　丈海 0:11:55 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾀｹﾐ83

83 五十嵐　太一 0:12:06 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲﾁ 朝暘第一小84

91 岩浪　優大 0:12:43 新潟県ｲﾜﾅﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ね＆ゆうちんず85

181 佐藤　桜祐 0:12:50 鶴岡市ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 鶴岡ＲＷ86

151 齋藤　桜我 0:12:54 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｵｳｶﾞ 羽黒第一小学校87
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) つぼみコース　小学生高学年女子

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

237 石垣　鈴海 0:08:10 西村山郡河北町ｲｼｶﾞｷ ｽｽﾞﾐ ETｼﾞｭﾆｱ(谷地南部)1

230 鈴木　瑠々花 0:08:11 寒河江市ｽｽﾞｷ ﾙﾙｶ ＥＴｼﾞｭﾆｱ2

223 太谷　怜央 0:08:23 鶴岡市ｵｵﾀﾆ ﾚｵ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ3

205 佐藤　陽 0:08:29 最上郡真室川町ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 真室川スキースポ少4

208 成田　栞 0:08:36 東田川郡庄内町ﾅﾘﾀ ｼｵﾘ 余目フェアリーズ5

190 門谷　美柚 0:08:47 鶴岡市ｶﾄﾞﾔ ﾐﾕ 鶴岡持久走クラブ6

244 遠藤　はるか 0:08:50 鶴岡市ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ7

221 佐藤　夢那 0:08:55 鶴岡市ｻﾄｳ ﾕﾅ 鶴岡持久走クラブ8

219 難波　希凪 0:09:08 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ｷﾅ 斎小学校9

245 遠藤　はるな 0:09:10 鶴岡市ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ10

236 五十嵐　光希 0:09:11 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾂｷ11

193 後藤　來夢 0:09:13 鶴岡市ｺﾞﾄｳ ｸﾘﾑ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ12

206 菅原　知咲 0:09:17 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｻ 鶴岡持久走クラブ13

213 岡田　夏実 0:09:18 酒田市ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ14

222 鈴木　姫花 0:09:22 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾋﾒｶ15

198 横田　悠妃 0:09:22 鶴岡市ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 4小16

238 後藤　結衣 0:09:23 西村山郡河北町ｺﾞﾄｳ ﾕｲ ＥＴジュニア17

204 坂本　真唯 0:09:30 鶴岡市ｻｶﾓﾄ ﾏﾕ18

225 佐藤　百恵 0:09:31 鶴岡市ｻﾄｳ ﾓﾓｴ 鉄人二升八号19

210 小角　姫乃 0:09:32 寒河江市ｵｽﾞﾐ ﾋﾒﾉ ＥＴジュニア20

207 佐藤　紬 0:09:32 酒田市ｻﾄｳ ﾂﾑｷﾞ21

231 漆山　怜亜 0:09:32 鶴岡市ｳﾙｼﾔﾏ ﾚｱ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ22

196 加藤　捺 0:09:47 鶴岡市ｶﾄｳ ﾅﾂ 大山小23

224 成冨　梨夢 0:09:47 鶴岡市ﾅﾘﾄﾐ ﾘﾑ24

227 田中　もも 0:09:50 鶴岡市ﾀﾅｶ ﾓﾓ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ25

218 五十嵐　莉唯 0:09:51 鶴岡市ｲｶﾗｼ ﾘｲ 温海トライスピリッツ26

202 伊藤　絵里華 0:09:52 寒河江市ｲﾄｳ ｴﾘｶ ＥＴジュニア27

214 柳沢　桃香 0:09:55 酒田市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓﾓｶ28

215 佐藤　夢叶 0:09:55 鶴岡市ｻﾄｳ ﾕﾒｶ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ29

240 浅藤　里菜 0:10:08 酒田市ｱｻﾄﾞｳ ﾘﾅ 平田陸上教室30

233 剱持　葵 0:10:10 鶴岡市ｹﾝﾓﾁ ｱｵｲ 温海ﾄﾗｲｽﾋﾟﾘｯﾂ31

212 長谷川　柚奈 0:10:13 鶴岡市ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾅ 豊浦小学校32

217 難波　千陽 0:10:15 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ﾁﾊﾙ33

220 齋藤　七海 0:10:21 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ34

201 斉藤　想乃 0:10:23 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｿﾉ 朝暘第一小学校35

239 齋藤　絢音 0:10:31 神奈川県ｻｲﾄｳ ｱﾔﾈ36

243 加藤　佑奈 0:10:40 鶴岡市ｶﾄｳ ﾕｳﾅ 朝暘五小37

228 清野　瑞季 0:10:41 鶴岡市ｾｲﾉ ﾐｽﾞｷ ﾚｯﾂ器械体操38

234 神谷　澪 0:10:45 鶴岡市ｶﾐﾔ ﾐｵ 鶴岡市立朝暘第６小学校39

229 志田　さや 0:10:54 酒田市ｼﾀﾞ ｻﾔ 平田陸上教室40

188 槇　小雪 0:10:55 西村山郡河北町ﾏｷ ｺﾕｷ ＥＴジュニア41

185 小野寺　柑奈 0:11:01 鶴岡市ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾝﾅ42

195 黒坂　玲香 0:11:05 鶴岡市ｸﾛｻｶ ﾚｲｶ チームクロサカ43

197 釼持　美凪 0:11:18 鶴岡市ｹﾝﾓﾂ ﾐﾅ44

203 佐藤　夢華 0:11:26 酒田市ｻﾄｳ ﾕﾒｶ 松原小学校45

194 寺西　明日花 0:11:43 寒河江市ﾃﾗﾆｼ ｱｽｶ ＥＴジュニア46

186 今井　悠莉 0:11:45 鶴岡市ｲﾏｲ ﾕｳﾘ 朝暘第四小学校47

216 熊田　芽夏 0:12:12 鶴岡市ｸﾏﾀ ﾒｲｶ はらぺこくまごろう48

187 本間　育 0:12:38 鶴岡市ﾎﾝﾏ ｲｸﾐ49
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　中学生男子

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

521 荒木　優希 0:16:48 西村山郡河北町ｱﾗｷ ﾕｳｷ 河北中学校1

508 菊地　道登 0:16:59 西村山郡大江町ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 寒河江西村山ＥＴ2

509 大石　晴喜 0:17:21 寒河江市ｵｵｲｼ ﾊﾙｷ 陵東中3

505 太田　飛翔 0:17:34 西村山郡河北町ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ4

531 伊藤　壱成 0:17:58 鶴岡市ｲﾄｳ ｲｯｾｲ5

522 増子　凌典 0:18:03 鶴岡市ﾏｽｺ ﾘｮｳｽｹ 鶴岡四中陸上部6

507 柴崎　幹也 0:18:33 寒河江市ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ ＥＴジュニア7

534 五十嵐　優斗 0:18:33 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ 鶴岡四中8

506 増子　義経 0:18:45 鶴岡市ﾏｽｺ ﾀｹﾉﾘ9

526 坂本　翔唯 0:19:31 鶴岡市ｻｶﾓﾄ ｶｲﾄ10

510 中山　歩夢 0:20:10 新潟県ﾅｶﾔﾏ ｱﾕﾑ 朝日中学校11

504 斉藤　直央 0:20:10 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾅｵ12

513 佐藤　弘晃 0:20:15 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ13

524 本間　航 0:20:46 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ 鼠ケ関中陸上部14

511 中山　奏翔 0:20:48 新潟県ﾅｶﾔﾏ ｶﾅﾄ 朝日15

518 真坂　昌平 0:21:04 鶴岡市ﾏｻｶ ｼｮｳﾍｲ16

532 成冨　一吹 0:21:15 鶴岡市ﾅﾘﾄﾐ ｲﾌﾞｷ 鶴岡第二中学校陸上部17

527 加藤　想太 0:21:30 鶴岡市ｶﾄｳ ｿｳﾀ18

512 阿部　柊汰 0:21:32 鶴岡市ｱﾍﾞ ｼｭｳﾀ 陸上部19

502 阿部　幸樹 0:21:43 鶴岡市ｱﾍﾞ ｺｳｷ20

533 山﨑　智生 0:22:25 鶴岡市ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｷ 鶴岡第二中学校陸上部21

525 佐藤　颯人 0:22:29 鶴岡市ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ22

503 黒坂　采吏 0:22:53 西村山郡河北町ｸﾛｻｶ ｳﾈﾘ ＥＴ23

529 飯田　夢叶 0:23:01 鶴岡市ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 温海中学校24

516 齋藤　海里 0:23:06 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｶｲﾘ 温海中学校陸上部25

528 遠藤　浩一郎 0:24:10 鶴岡市ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 温海中・陸上部26

530 阿部　玄汰 0:25:15 鶴岡市ｱﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 陸上部27
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　中学生女子

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

553 伊藤　望愛 0:18:46 鶴岡市ｲﾄｳ ﾉｱ 鶴岡一中1

547 長谷川　砂奈 0:19:15 鶴岡市ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ 豊浦中2

555 五十嵐　紅音 0:19:18 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ 鶴岡第4中陸上部3

539 奥山　悠華 0:19:33 西村山郡河北町ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 河北中学校4

540 槇　香澄 0:19:57 西村山郡河北町ﾏｷ ｶｽﾐ ＥＴジュニア5

546 早坂　雅妃 0:20:05 最上郡大蔵村ﾊﾔｻｶ ﾐﾔﾋﾞ 大蔵中学校6

536 宇野　ひかる 0:20:08 西村山郡河北町ｳﾉ ﾋｶﾙ ＥＴジュニア7

541 匹田　葉月 0:20:16 鶴岡市ﾋｷﾀ ﾊﾂﾞｷ 鶴岡３中8

538 佐藤　美紅 0:20:31 酒田市ｻﾄｳ ﾐｸ 酒田一中9

543 熊田　凪紗 0:20:36 鶴岡市ｸﾏﾀ ﾅｷﾞｻ10

551 白岩　優凪 0:20:55 寒河江市ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾅ ETｼﾞｭﾆｱ11

537 鶴巻　麻結果 0:22:29 鶴岡市ﾂﾙﾏｷ ﾏﾕｶ12

549 星川　桃子 0:23:16 酒田市ﾎｼｶﾜ ﾓﾓｺ13

545 鎌田　美来 0:26:12 鶴岡市ｶﾏﾀ ﾐｸ14

542 武田　弥生 0:28:23 鶴岡市ﾀｹﾀﾞ ﾔﾖｲ15

535 森　心遙 0:28:44 鶴岡市ﾓﾘ ｺﾊﾙ 森ファミリー16

544 岡田　毬央 0:35:16 鶴岡市ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｵ 鶴岡第二中17
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　高校・一般男子30才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

562 平　創 0:17:04 鶴岡市ﾀｲﾗ ｿｳ 鶴岡南高校1

564 佐藤　隆太 0:17:54 鶴岡市ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ2

559 真坂　龍平 0:18:52 鶴岡市ﾏｻｶ ﾘｭｳﾍｲ3

560 高城　竜太郎 0:18:52 鶴岡市ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鶴岡南高等学校4

556 田中　路也 0:18:53 東田川郡庄内町ﾀﾅｶ ﾐﾁﾔ 鶴岡東高校5

584 佐藤　浩樹 0:19:49 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾛｷ6

571 大井　祥平 0:20:02 鶴岡市ｵｵｲ ｼｮｳﾍｲ 東のＯＢです。7

575 坂田　慎一郎 0:20:49 山形市ｻｶﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山形大学医学部8

563 佐藤　李成 0:21:16 東京都ｻﾄｳ ﾘｾｲ 上郷駅伝9

566 奥谷　和朗 0:21:35 山形市ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞｱｷ 山形大学医学部10

574 石栗　雅之 0:22:50 鶴岡市ｲｼｸﾞﾘ ﾏｻﾕｷ 丸善陸上部11

561 嶋貫　海斗 0:23:05 山形市ｼﾏﾇｷ ｶｲﾄ 山形養護学校高等部12

588 佐藤　翼 0:23:10 鶴岡市ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ13

573 杉山　侑 0:25:28 山形市ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ 山形大学医学部14

568 高山　佑介 0:26:46 山形市ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ15

583 永谷　圭 0:27:11 山形市ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲ16

578 中村　洋輔 0:28:31 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ17

579 上村　優太 0:28:57 鶴岡市ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ 第五走友会18

572 佐藤　優也 0:29:05 鶴岡市ｻﾄｳ ﾕｳﾔ19

585 池田　拓馬 0:29:19 飽海郡遊佐町ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ20

860 佐々木　智輝 0:31:12 酒田市ｻｻｷ ﾄﾓｷ ホテルイン鶴岡21

565 岡部　颯 0:32:01 酒田市ｵｶﾍﾞ ﾊﾔﾃ コステムＲＣ22

587 山田　幸佑 0:32:34 酒田市ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ23

567 齋藤　真世 0:36:03 酒田市ｻｲﾄｳ ﾏﾖ コステムＲＣ24

576 佐藤　一洋 0:37:09 酒田市ｻﾄｳ ｶﾂﾞﾋﾛ コステムＲＣ25

586 寒河江　実 0:38:53 鶴岡市ｻｶﾞｴ ﾐﾉﾙ26

581 近藤　潤 0:43:41 鶴岡市ｷﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ27
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　高校・一般女子30才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

501 須貝　美齢 0:17:23 鶴岡市ｽｶﾞｲ ﾐﾚｲ 鶴岡南高校1

590 佐藤　美羽 0:19:19 酒田市ｻﾄｳ ﾐｳ 酒田西校2

591 鈴木　桃 0:19:48 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾓﾓ 鶴岡南3

603 大河内　まどか 0:22:36 山形市ｵｵｺｳﾁ ﾏﾄﾞｶ4

607 長嶋　望 0:25:36 山形市ﾅｶﾞｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 徳州会病院5

593 小河原　瑞季 0:26:42 山形市ｵｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 山形大学医学部6

596 三浦　京 0:27:46 鶴岡市ﾐｳﾗ ｷｮｳ 荘内病院7

600 武田　愛 0:28:14 山形市ﾀｹﾀﾞ ｱｲ8

605 小林　奈央 0:30:16 鶴岡市ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ9

604 佐々木　惟 0:30:26 秋田県ｻｻｷ ﾕｲ10

592 田川　怜奈 0:30:32 山形市ﾀｶﾞﾜ ﾚﾅ 山形大学医学部11

594 佐藤　舞 0:30:46 鶴岡市ｻﾄｳ ﾏｲ12

595 兼子　沙綾 0:32:34 酒田市ｶﾈｺ ｻﾔ13

610 冨士村　美里 0:33:21 酒田市ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐｻﾄ14

609 今井　美樹 0:33:22 秋田県ｲﾏｲ ﾐｷ かえる治療院15

599 伊藤　早織 0:33:38 鶴岡市ｲﾄｳ ｻｵﾘ16

589 齋藤　芙季 0:37:07 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ17

597 清和　凜奈 0:38:53 東田川郡三川町ｾｲﾜ ﾘﾅ18

602 土田　葉月 0:38:57 鶴岡市ﾂﾁﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ19

606 佐藤　晶子 0:39:42 鶴岡市ｻﾄｳ ｼｮｳｺ 加藤鮎子事務所20

608 近藤　奈津美 0:43:40 鶴岡市ｷﾝﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ21
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　一般男子30代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

500 後藤　拓馬 0:15:13 鶴岡市ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 世界の一味1

624 小関　孝幸 0:18:21 鶴岡市ｺｾｷ ﾀｶﾕｷ 朝暘第一小学校2

615 土岐　正史 0:18:27 鶴岡市ﾄｷ ﾏｻｼ 上郷駅伝3

617 佐藤　一 0:18:35 鶴岡市ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 上郷駅伝4

634 齋藤　元 0:18:54 酒田市ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ5

641 佐藤　保 0:19:22 鶴岡市ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ6

643 菅原　真樹 0:19:34 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 斎走ろう会7

614 阿部　辰也 0:21:33 新潟県ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ8

621 齋藤　行成 0:21:48 飽海郡遊佐町ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ 出羽自動車教習所9

639 佐藤　武樹 0:23:05 鶴岡市ｻﾄｳ ﾀｹｷ 大宝幼稚園陸上部10

648 吉住　英浩 0:24:15 鶴岡市ﾖｼｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾋﾛ11

631 本間　徳仁 0:24:15 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾉﾘﾋﾄ 温海中学校12

635 佐藤　哲 0:24:30 酒田市ｻﾄｳ ｻﾄﾙ13

863 門間　久幸 0:25:31 鶴岡市ﾓﾝﾏ ﾋｻﾕｷ14

630 佐藤　正朋 0:25:39 鶴岡市ｻﾄｳ ﾏｻﾄﾓ 丸善陸上部15

632 熊田　晃久 0:25:41 鶴岡市ｸﾏﾀ ﾃﾙﾋｻ はらぺこくまごろう16

616 齋藤　新一 0:26:03 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ17

622 長谷川　泰 0:26:05 秋田県ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽｼ18

645 大川　雄一 0:26:09 東田川郡三川町ｵｵｶﾜ ﾕｳｲﾁ19

618 櫻井　正剛 0:26:11 鶴岡市ｻｸﾗｲ ﾏｻﾀｶ20

627 柳沢　弘一 0:26:14 酒田市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｶｽﾞ21

637 高橋　弘幸 0:26:36 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ22

611 住石　和也 0:27:05 酒田市ｽﾐｲｼ ｶｽﾞﾔ23

628 佐藤　貴光 0:27:31 酒田市ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾂ24

864 小林　泰洋 0:27:39 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ コステムＲＣ25

623 工藤　俊雄 0:27:49 鶴岡市ｸﾄﾞｳ ﾄｼｵ ＮＳＲ26

636 小泉　聡 0:28:06 鶴岡市ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 丸善陸上部27

613 皆川　明夫 0:28:27 鶴岡市ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷｵ 皆川ｽﾎﾟｰﾂ28

626 武田　豊 0:28:39 天童市ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ29

646 鑓水　一成 0:29:11 山形市ﾔﾘﾐｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ30

644 高木　敏志 0:29:36 秋田県ﾀｶｷﾞ ｻﾄｼ31

633 阿部　寛 0:31:13 酒田市ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ32

619 五十嵐　寿行 0:31:54 鶴岡市ｲｶﾗｼ ﾄｼﾕｷ33

620 大滝　知宏 0:34:16 山形市ｵｵﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ34

629 角田　賢明 0:39:32 鶴岡市ﾂﾉﾀﾞ ﾖｼｱｷ 加藤鮎子事務所35

647 本間　規夫 0:44:34 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾉﾘｵ36
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　一般女子30代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

865 森　直湖 0:21:33 鶴岡市ﾓﾘ ﾅｵｺ 森ファミリー1

681 宮城　のぞみ 0:22:25 宮城県ﾐﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾐ2

664 小川　悠果 0:23:12 新潟県ｵｶﾞﾜ ﾕｶ3

672 伊藤　千亜紀 0:23:26 鶴岡市ｲﾄｳ ﾁｱｷ4

653 飯塚　友子 0:25:43 鶴岡市ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓｺ5

651 長谷川　菜美子 0:26:25 鶴岡市ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾐｺ6

666 岸　咲子 0:27:15 鶴岡市ｷｼ ｻｷｺ7

673 佐藤　睦美 0:27:51 酒田市ｻﾄｳ ﾑﾂﾐ8

662 三浦　絵里 0:28:13 鶴岡市ﾐｳﾗ ｴﾘ9

861 奥山　美樹 0:28:14 鶴岡市ｵｸﾔﾏ ﾐｷ ホテルイン鶴岡10

675 吉田　真紀 0:28:35 山形市ﾖｼﾀﾞ ﾏｷ ﾃｸﾉ･ﾏｲﾝﾄﾞ11

669 池田　礼子 0:28:55 酒田市ｲｹﾀﾞ ﾚｲｺ 金屋アスリートクラブ12

652 山口　博子 0:28:57 南陽市ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｺ13

655 佐藤　未来 0:29:28 鶴岡市ｻﾄｳ ﾐｸ14

679 佐藤　幸恵 0:29:40 鶴岡市ｻﾄｳ ﾕｷｴ15

682 小野　直子 0:30:09 鶴岡市ｵﾉ ﾅｵｺ16

661 工藤　未来 0:30:29 山形市ｸﾄﾞｳ ﾐｷ ＲＵＮ３17

659 関谷　佳菜子 0:31:10 鶴岡市ｾｷﾔ ｶﾅｺ 丸善陸上部18

665 庄司　真澄 0:31:11 鶴岡市ｼｮｳｼﾞ ﾏｽﾐ19

654 遠田　美菜 0:31:41 東田川郡庄内町ｴﾝﾀ ﾐﾅ20

650 帯谷　千夏 0:31:56 鶴岡市ｵﾋﾞﾔ ﾁﾅﾂ 竹八21

674 斎藤　幸子 0:32:02 酒田市ｻｲﾄｳ ｻﾁｺ22

668 菅原　早 0:32:32 酒田市ｽｶﾞﾜﾗ ｻｷ23

660 奥山　彩 0:32:34 鶴岡市ｵｸﾔﾏ ｱﾔ NEXCO東日本24

658 佐々木　圭 0:32:52 宮城県ｻｻｷ ｹｲ25

676 石井　恵里 0:34:21 鶴岡市ｲｼｲ ｴﾘ26

649 伊藤　杏美 0:34:39 酒田市ｲﾄｳ ｱﾐ 竹八27

657 小池　由香利 0:34:42 鶴岡市ｺｲｹ ﾕｶﾘ ﾁｰﾑ小池28

680 板垣　かおり 0:35:52 東田川郡庄内町ｲﾀｶﾞｷ ｶｵﾘ29

670 榎本　知華 0:38:05 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ﾁｶ チームＥＮＯＭＯＴＯ30

667 中村　奈都子 0:38:06 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｺ31

671 榎本　理奈 0:38:06 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ﾘﾅ32

677 加藤　鮎子 0:39:45 鶴岡市ｶﾄｳ ｱﾕｺ 加藤鮎子事務所33
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　一般男子40代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

694 兜森　忠道 0:16:18 秋田県ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾀﾀﾞﾐﾁ みずきゆうきパパ1

687 岡野　綾 0:18:43 酒田市ｵｶﾉ ﾘｮｳ 平田陸上教室2

686 新舘　忠義 0:19:36 酒田市ｼﾝﾀﾃ ﾀﾀﾞﾖｼ 阿部鮮魚店3

711 薄衣　満 0:20:04 鶴岡市ｳｽｷﾞ ﾐﾂﾙ いつき走ろう会4

706 佐藤　美津良 0:20:23 鶴岡市ｻﾄｳ ﾐﾂﾖｼ 上郷駅伝5

693 兵田　斉 0:20:57 酒田市ﾋｮｳﾀ ﾋﾄｼ 平田陸上教室6

699 冨樫　直樹 0:21:18 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾅｵｷ 東京エレクトロン7

688 中山　哲也 0:21:24 新潟県ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾔ 大須戸らんラン倶楽部8

708 田中　寿夫 0:21:46 鶴岡市ﾀﾅｶ ﾄｼｵ9

684 小久保　正樹 0:21:59 飽海郡遊佐町ｺｸﾎﾞ ﾏｻｷ10

718 菊地　英樹 0:22:19 鶴岡市ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｷ11

722 後平　一哉 0:22:32 鶴岡市ｺﾞﾋﾗ ｶｽﾞﾔ12

689 阿部　隆 0:22:39 酒田市ｱﾍﾞ ﾀｶｼ13

716 斎藤　敏 0:23:52 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ チーム大泉14

702 鎌田　健 0:24:44 鶴岡市ｶﾏﾀ ｹﾝ15

703 難波　義隆 0:26:14 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼﾀｶ16

710 本間　透 0:26:51 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾄｵﾙ17

695 清水　邦明 0:26:52 鶴岡市ｼﾐｽﾞ ｸﾆｱｷ18

700 佐藤　浩之 0:27:12 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 荘内銀行19

717 佐藤　勇輝 0:28:11 秋田県ｻﾄｳ ﾕｳｷ20

692 高城　重隆 0:28:27 鶴岡市ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞﾀｶ ＴＴＭＩ21

723 三井　太 0:28:33 鶴岡市ﾐﾂｲ ﾌﾄｼ22

707 川又　秀明 0:28:37 埼玉県ｶﾜﾏﾀ ﾋﾃﾞｱｷ23

719 伊藤　健 0:29:41 鶴岡市ｲﾄｳ ｹﾝ24

724 門谷　直樹 0:30:30 鶴岡市ｶﾄﾞﾔ ﾅｵｷ25

685 佐々木　敦志 0:31:08 秋田県ｻｻｷ ｱﾂｼ26

696 五十嵐　和仁 0:31:12 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾋﾄ27

701 菅原　学 0:32:06 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅﾌﾞ28

691 神林　義守 0:34:36 新潟県ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾓﾘ29

705 小林　康隆 0:35:17 東田川郡庄内町ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾀｶ Ｋａｚｕ．Ｃ．Ｃ30

698 高橋　信也 0:35:20 米沢市ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ 一般参加31

721 宇多　道夫 0:40:12 酒田市ｳﾀ ﾐﾁｵ32

709 飯塚　康之 0:43:40 鶴岡市ｲｲﾂﾞｶ ﾔｽﾕｷ33

Print : 2017/04/24 10:07:00 12 / 48 ページ Official Timer & Result By Finesystem



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　一般女子40代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

735 阿部　美紀 0:22:39 酒田市ｱﾍﾞ ﾐｷ1

743 後藤　弘美 0:22:40 鶴岡市ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾐ2

731 鈴木　美友紀 0:22:57 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ3

755 星川　朋子 0:23:10 酒田市ﾎｼｶﾜ ﾄﾓｺ4

740 押切　美希 0:23:27 天童市ｵｼｷﾘ ﾐｷ5

734 加藤　しげみ 0:23:38 鶴岡市ｶﾄｳ ｼｹﾞﾐ6

729 渡部　陽子 0:23:47 鶴岡市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ7

742 安食　里枝 0:23:58 寒河江市ｱｼﾞｷ ﾘｴ8

738 加藤　史津 0:24:33 鶴岡市ｶﾄｳ ｼﾂﾞ9

733 加藤　真由美 0:24:51 鶴岡市10

739 阿部　みゆき 0:25:36 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ11

730 佐藤　志津 0:25:48 酒田市ｻﾄｳ ｼｽﾞ アライドテック12

745 佐藤　里美 0:26:15 酒田市ｻﾄｳ ｻﾄﾐ13

728 吉永　円香 0:26:18 鶴岡市ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾄﾞｶ14

746 齋藤　恵利子 0:26:37 神奈川県ｻｲﾄｳ ｴﾘｺ15

737 山田　琴美 0:27:00 新潟県ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾐ16

760 齋藤　美智子 0:27:44 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ17

732 菅原　希枝 0:27:44 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾊ ｷｴ18

758 高山　さおり 0:29:10 山形市ﾀｶﾔﾏ ｻｵﾘ19

761 五十嵐　孝子 0:29:29 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｺ BBC20

726 佐藤　麻理 0:29:39 宮城県ｻﾄｳ ﾏﾘ21

750 庄司　美和 0:30:20 寒河江市ｼｮｳｼﾞ ﾐﾜ22

751 白幡　陽子 0:30:24 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ﾖｳｺ23

725 冨樫　治子 0:31:17 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾊﾙｺ24

747 加藤　千幸 0:31:27 鶴岡市ｶﾄｳ ﾁﾕｷ チーム　さぼ25

753 加藤　菜穂子 0:31:28 酒田市ｶﾄｳ ﾅﾎｺ26

752 齋藤　和香 0:32:06 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾜｶ27

762 長岡　裕美 0:33:44 山形市ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛﾐ 会社員28

757 齋藤　礼 0:34:17 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾚｲ29

748 尾野間　美佳 0:34:37 新潟県ｵﾉﾏ ﾐｶ30

736 富樫　敦子 0:35:34 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ｱﾂｺ 桜酒走友会31

727 佐藤　ひろこ 0:35:58 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾛｺ32

759 泉谷　美樹 0:39:21 山形市ｲｽﾞﾐﾔ ﾐｷ33

764 吉住　智未 0:43:41 鶴岡市ﾖｼｽﾞﾐ ｻﾄﾐ34

763 木津　美加子 0:49:43 鶴岡市ｷﾂﾞ ﾐｶｺ35
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　一般男子50代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

777 金子　茂 0:18:20 山形市ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ ET倶楽部1

768 松田　雄二 0:19:23 山形市ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 西田ＲＣ2

781 佐藤　健 0:19:48 酒田市ｻﾄｳ ｹﾝ3

775 佐藤　勇 0:20:31 酒田市ｻﾄｳ ｲｻﾑ 酒田一中クラブ4

786 菅野　真治 0:21:02 尾花沢市ｽｶﾞﾉ ｼﾝｼﾞ 平和憲法九条の会尾花沢5

862 小嶋　裕一 0:22:24 酒田市ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ ﾘﾄﾙﾎｰｸRC6

774 梅津　亮一 0:23:17 鶴岡市ｳﾒﾂ ﾘｮｳｲﾁ7

782 田村　孝一 0:23:37 上山市ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ チームタム8

771 柏倉　裕行 0:24:26 酒田市ｶｼｸﾗ ﾋﾛﾕｷ9

779 飯野　裕也 0:25:52 東田川郡三川町ｲｲﾉ ﾋﾛﾔ10

769 齋藤　勉 0:26:28 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ11

766 岡部　啓介 0:27:08 酒田市ｵｶﾍﾞ ｹｲｽｹ12

788 大場　保俊 0:28:33 天童市ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾄｼ NEXCO東日本13

785 中塚　繁樹 0:28:41 山形市ﾅｶﾂｶ ｼｹﾞｷ14

773 設楽　雄一 0:28:57 山形市ｼﾀﾗ ﾕｳｲﾁ15

778 三浦　雅人 0:29:09 秋田県ﾐｳﾗ ﾅｻﾄ 秋田朝日放送株式会社16

784 本田　裕二 0:30:19 鶴岡市ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 鶴央会強歩部17

780 富樫　康則 0:30:41 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾔｽﾉﾘ 羽黒中学校18

765 星川　勉 0:31:19 酒田市ﾎｼｶﾜ ﾂﾄﾑ19

776 佐藤　一 0:31:49 鶴岡市ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ Ｔｅａｍ早遊20

772 村﨑　慎一 0:32:22 鶴岡市ﾑﾗｻｷ ｼﾝｲﾁ NEXCO東日本21

767 中山　博之 0:32:37 新潟県ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 大須戸らんラン倶楽部22

787 片桐　孝志 0:38:07 村山市ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｶｼ 上宿走ろう会23

859 板垣　学 0:41:06 鶴岡市ｲﾀｶﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ おいたちゃん24

783 上野　歳一 0:41:25 東田川郡三川町ｳｴﾉ ﾄｼｶｽﾞ25
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　一般女子50代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

811 伊藤　和子 0:22:49 福島県ｲﾄｳ ｶｽﾞｺ ＴＡＫＡ．ＣＦ1

809 石川　さつき 0:23:22 鶴岡市ｲｼｶﾜ ｻﾂｷ2

797 丹治　真澄 0:25:49 鶴岡市ﾀﾝｼﾞ ﾏｽﾐ3

799 根上　ひとみ 0:27:03 酒田市ﾈｱｶﾞﾘ ﾋﾄﾐ4

792 後藤　恵里 0:29:04 酒田市ｺﾞﾄｳ ｴﾘ5

813 寒河江　恵子 0:29:05 東村山郡山辺町ｻｶﾞｴ ｹｲｺ6

798 五十嵐　ひとみ 0:29:25 鶴岡市ｲｶﾗｼ ﾋﾄﾐ7

793 鬼澤　千津 0:29:50 山形市ｵﾆｻﾞﾜ ﾁﾂﾞ8

795 宮守　恵美子 0:29:57 千葉県ﾐﾔﾓﾘ ｴﾐｺ9

803 五十嵐　えみ 0:30:11 鶴岡市ｲｶﾗｼ ｴﾐ 金屋アスリートクラブ10

858 杉山　直子 0:30:48 東田川郡ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｺ11

800 中山　多可子 0:32:53 新潟県ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｺ12

794 中山　美奈子 0:33:00 新潟県ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅｺ 大須戸らんラン倶楽部13

805 有森　直子 0:33:40 新潟県ｱﾘﾓﾘ ﾅｵｺ 聖ﾙｶ走ろう会14

806 佐藤　英代 0:34:51 新潟県ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾖ15

796 佐々木　光枝 0:35:00 秋田県ｻｻｷ ﾐﾂｴ あきた病院16

807 後藤　良子 0:35:09 尾花沢市ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｺ17

810 佐藤　勝江 0:35:58 酒田市ｻﾄｳ ｶﾂｴ18

790 齋藤　祝子 0:36:42 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ19

801 須藤　幸 0:36:50 天童市ｽﾄｳ ｺｳ20

808 樫尾　春海 0:38:25 秋田県ｶｼｵ ﾊﾙﾐ21

804 片桐　麻州美 0:38:33 東京都ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｽﾐ 聖ルカ走ろう会22

812 長谷川　伊知子 0:39:40 酒田市ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾁｺ 第一生命23

791 上野　亜矢子 0:41:25 東田川郡三川町ｳｴﾉ ｱﾔｺ24

789 阿部　昌子 0:43:42 酒田市ｱﾍﾞ ﾏｻｺ25
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　一般男子60才以上

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

817 佐藤　栄悦 0:21:06 山形市ｻﾄｳ ｴｲｴﾂ 金井走ろう会1

826 橋本　一政 0:21:52 山形市ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ ﾁｰﾑﾋﾟｭｱ2

821 池田　裕 0:22:35 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3

834 佐々木　清 0:23:20 東根市ｻｻｷ ｷﾖｼ4

818 結城　晋太郎 0:23:30 山形市ﾕｳｷ ｼﾝﾀﾛｳ 霞城ＥＲＣ5

831 今野　幸二 0:24:00 酒田市ｺﾝﾉ ｺｳｼﾞ6

816 小幡　正則 0:25:16 秋田県ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ7

827 厨　正四郎 0:25:27 酒田市ｸﾘﾔ ｾｲｼﾛｳ マーレエンジン8

836 佐藤　賢吾 0:25:35 鶴岡市ｻﾄｳ ｹﾝｺﾞ9

815 安達　秀明 0:26:29 東村山郡山辺町ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ10

829 阿部　栄治 0:26:40 山形市ｱﾍﾞ ｴｲｼﾞ11

839 黒田　哲夫 0:26:46 東田川郡三川町ｸﾛﾀﾞ ﾃﾂｵ 藤島楽しく走り隊12

828 鈴木　厚志 0:26:59 鶴岡市ｽｽﾞｷ ｺｳｼ13

835 佐藤　明夫 0:28:49 新潟県ｻﾄｳ ｱｷｵ ﾋﾞｽﾄﾛ駅舎14

833 秋葉　幹夫 0:28:52 東村山郡中山町ｱｷﾊﾞ ﾐｷｵ15

832 小池　知恵蔵 0:28:57 新潟県ｺｲｹ ﾁｴｿﾞｳ16

830 佐藤　静雄 0:29:40 東田川郡庄内町ｻﾄｳ ｼｽﾞｵ17

824 難波　宏行 0:31:25 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ18

822 三浦　洋介 0:31:58 鶴岡市ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 大宝幼稚園19

840 畠山　嘉次 0:32:46 新潟県ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾂｸﾞ おれ流ｸﾗﾌﾞ20

823 千田　健 0:37:23 岩手県ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ ｼｬｱ専用21

837 南谷　裕洋 0:37:26 宮城県ﾅﾝﾔ ﾔｽﾋﾛ つくば走ろう会22

838 加賀　泰彦 0:37:27 宮城県ｶｶﾞ ﾔｽﾋｺ23

814 五十嵐　一彦 0:37:53 鶴岡市ｲｶﾗｼ ｶｽﾞﾋｺ 早遊会24

842 佐野　實 0:49:47 新潟県ｻﾉ ﾏｺﾄ 村松走ろう会25
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) さくらコース　一般女子60才以上

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

855 長谷川　洋子 0:27:35 新潟県ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｺ 越後姫1

847 竹島　由美子 0:27:41 秋田県ﾀｹｼﾏ ﾕﾐｺ2

851 齋藤　幸子 0:30:07 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｻﾁｺ 金屋アスリートクラブ3

856 斎藤　レイ子 0:30:30 秋田県ｻｲﾄｳ ﾚｲｺ4

857 黒田　昌子 0:31:14 東田川郡三川町ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｺ 藤島楽しく走り隊5

850 阿部　イサ 0:34:11 秋田県ｱﾍﾞ ｲｻ6

854 三沢　竹子 0:35:55 天童市ﾐｻﾜ ﾀｹｺ7

849 成原　千枝 0:39:10 西村山郡朝日町ﾅﾘﾊﾗ ﾁｴ ﾗﾝﾗﾝﾌｧﾐﾘｰ8
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　高校・一般男子30才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1081 佐藤　秀平 0:35:20 酒田市ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ1

1092 古寺　達也 0:35:23 新潟県ｺﾃﾞﾗ ﾀﾂﾔ 新潟中央郵便局2

1045 佐藤　貞信 0:36:11 山形市ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 山形大学医学部3

1034 小幡　俊貴 0:36:15 山形市ｵﾊﾞﾀ ﾄｼｷ 山形大学医学部4

1054 小谷野　拓也 0:38:27 山形市ｺﾔﾉ ﾀｸﾔ 山形大学医学部5

1020 白幡　一真 0:38:46 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ｶｽﾞﾏ チーム大泉6

1082 遠田　堅志 0:39:16 酒田市ｴﾝﾀ ｹﾝｼ あとり7

1027 佐藤　芳貴 0:39:45 東田川郡庄内町ｻﾄｳ ﾖｼｷ8

1079 鈴木　崇史 0:39:51 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ9

1036 田中　将大 0:40:04 山形市ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 山形大学医学部10

1002 吉住　興太 0:40:21 鶴岡市ﾖｼｽﾞﾐ ｺｳﾀ チーム大泉11

1012 五十嵐　大地 0:41:55 鶴岡市ｲｶﾗｼ ﾀﾞｲﾁ 鶴岡工業高等学校12

1042 相馬　祐也 0:41:57 山形市ｿｳﾏ ﾕｳﾔ 山形大学医学部13

1024 樋田　湧真 0:42:17 東根市ﾋﾀﾞ ﾕｳﾏ 共和ＲＣ14

1067 阿部　将大 0:42:28 鶴岡市ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ15

1053 浅藤　優典 0:42:39 酒田市ｱｻﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ PRC16

1039 檜山　圭一郎 0:42:50 秋田県ﾋﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 県大熱研17

1011 佐藤　響 0:42:59 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 天真学園高校空手道部18

1013 加藤　魁音 0:43:03 米沢市ｶﾄｳ ｶｲﾄ 天真学園高校空手道部19

1052 斎藤　吉満 0:43:18 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ チーム大泉20

1066 樋田　剛 0:44:20 酒田市ﾄｲﾀ ﾂﾖｼ21

1059 佐藤　裕紀 0:45:03 酒田市ｻﾄｳ ﾕｳｷ ＰＲＣ22

1080 遠見　光平 0:45:32 鶴岡市ｴﾝﾐ ｺｳﾍｲ23

1048 藤原　柊都 0:45:39 山形市ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾄ 山形大学医学部24

1019 菅原　良多 0:45:57 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 天真学園高校空手道部25

1017 中村　隼也 0:46:20 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 天真学園高校空手道部26

1015 佐藤　玲惟 0:46:38 新庄市ｻﾄｳ ﾚｲ 天真学園高校空手道部27

1050 佐藤　寛之 0:46:46 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 丸善陸上部28

1071 阿部　隼人 0:47:05 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 黄金駅伝29

1005 北澤　伶王 0:47:24 東京都ｷﾀｻﾞﾜ ﾚｵ 天真学園高校空手道部30

1025 田中　翔太 0:47:25 鶴岡市ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 東北エプソン31

1044 門脇　圭佑 0:47:43 酒田市ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲｽｹ ｐａｓｓａｒｅ32

1046 小泉　歩 0:47:52 鶴岡市ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ33

1047 佐藤　圭介 0:49:33 村山市ｻﾄｳ ｹｲｽｹ チーム健パパ34

1028 村井　晃大 0:49:39 秋田県ﾑﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ 県大熱研35

1077 佐藤　将貴 0:51:21 酒田市ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ36

1018 佐藤　拳介 0:51:42 秋田県ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ 天真学園高校空手道部37

1090 小松　康博 0:51:53 鶴岡市ｺﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ38

1063 齋藤　卓馬 0:52:08 東田川郡庄内町ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ39

1030 佐藤　郁弥 0:52:42 東田川郡庄内町ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ40

1033 若生　高秀 0:52:44 鶴岡市ﾜｺｳ ﾀｶﾋﾃﾞ41

1038 田口　法道 0:53:04 秋田県ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘﾐﾁ 県大熱研42

1062 高橋　直人 0:53:25 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ ＰＲＣ43

1057 坂本　智也 0:53:44 鶴岡市ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 丸善陸上部44

1055 齋藤　裕貴 0:53:53 酒田市ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ45

1075 本間　雅輝 0:54:09 東根市ﾎﾝﾏ ﾏｻｷ 温泉入り隊46

1056 ﾌｧﾚﾙ ﾏｼｭｰ 0:55:04 東田川郡庄内町ﾌｧﾚﾙ ﾏｼｭｰ47

1010 大槻　亮太 0:55:11 酒田市ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾀ 天真学園高校空手道部48

1016 渡部　玲 0:55:26 新庄市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 天真学園高校空手道部49

1031 松本　光生 0:55:27 東田川郡庄内町ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ モスバーガー50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　高校・一般男子30才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1009 庄司　春輝 0:55:34 宮城県ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｷ 天真学園高校空手道部51

1029 田中　晴隆 0:56:26 秋田県ﾀﾅｶ ﾊﾙﾀｶ 県大熱研52

1086 後藤　淳也 0:56:52 新潟県ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ53

1060 佐々木　卓哉 0:56:58 東田川郡庄内町ｻｻｷ ﾀｸﾔ54

1041 大川　竜矢 0:58:36 鶴岡市ｵｵｶﾜ ﾀﾂﾔ55

1051 佐藤　駿 0:58:41 酒田市ｻﾄｳ ｼｭﾝ コステムＲＣ56

1049 押切　貴希 0:58:55 東田川郡庄内町ｵｼｷﾘ ﾀｶｷ ｐａｓｓａｒｅ57

1087 村上　祐太 0:59:19 岩手県ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀ アフラック58

1014 佐藤　幸太 0:59:58 秋田県ｻﾄｳ ｺｳﾀ 天真学園高校空手道部59

1008 本間　海斗 1:00:40 東田川郡三川町ﾎﾝﾏ ｶｲﾄ 天真学園高校空手道部60

1061 藤島　弘行 1:00:49 鶴岡市ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ61

1065 三浦　圭貴 1:01:38 鶴岡市ﾐｳﾗ ﾖｼｷ コステムＲＣ62

1058 三井　春樹 1:02:02 山形市ﾐﾂｲ ﾊﾙｷ 三井サンバ63

1004 渥美　魁 1:02:24 宮城県ｱﾂﾐ ｶｲ 天真学園高校空手道部64

1006 佐藤　琉惟 1:02:55 新庄市ｻﾄｳ ﾙｲ 天真学園高校空手道部65

1076 菊池　一真 1:03:30 酒田市ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏ66

1073 佐藤　善之 1:04:32 鶴岡市ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ ラーメン博士67

1003 林　陽友 1:06:10 新庄市ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 天真学園高校空手道部68

1037 神代　圭介 1:06:52 秋田県ｼﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲｽｹ 県大熱研69

1007 阿蘇　和真 1:06:57 酒田市ｱｿ ｶｽﾞﾏ 天真学園高校空手道部70

1093 狩野　結多 1:07:23 山形市ｶﾘﾉ ﾕｳﾀ ソーレホーム前田71

1032 鈴木　一志 1:07:31 秋田県ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼ 県大熱研72

1078 須田　貴大 1:12:11 酒田市ｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ コステムＲＣ73

1023 齋藤　優馬 1:14:10 酒田市ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ74

1022 佐藤　瑛 1:17:31 酒田市ｻﾄｳ ｱｷﾗ コステムＲＣ75

1026 丸山　大輝 1:21:06 酒田市ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ コステムＲＣ76

1021 五十嵐　元樹 1:21:51 東京都ｲｶﾞﾗｼ ｹﾞﾝｷ 天真学園高校空手道部77

1088 富樫　一也 1:22:55 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞﾔ78
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　高校・一般女子30才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1001 田中　幸 0:34:26 山形市ﾀﾅｶ ｻﾁ スポーツ山形２１1

1101 柿沼　美羽 0:39:52 山形市ｶｷﾇﾏ ﾐｳ 山形大学医学部2

1102 山口　和夏子 0:40:13 山形市ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶｺ 山形大学医学部3

1110 小細沢　葉月 0:45:16 鶴岡市ｺﾎﾞｿｻﾞﾜ ﾊﾂｷ4

1106 原田　千絵美 0:46:44 山形市ﾊﾗﾀﾞ ﾁｴﾐ 山形大学医学部5

1104 新田　あきほ 0:47:53 山形市ﾆｯﾀ ｱｷﾎ 山形大学医学部6

1120 鈴木　真奈美 0:49:52 酒田市ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ7

1100 丸山　紗彩 0:50:36 鶴岡市ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ8

1114 難波　英里 0:55:30 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ｴﾘ9

1109 神戸　史乃 0:56:10 山形市ｺﾞｳﾄﾞ ｼﾉ10

1116 阿部　陽子 0:56:34 山形市ｱﾍﾞ ﾖｳｺ11

1094 中村　紗也 0:56:41 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ 天真学園高校空手道部12

1097 本多　里紗 0:56:41 秋田県ﾎﾝﾀﾞ ﾘｻ 天真学園高校空手道部13

1115 伊藤　悠 0:57:04 鶴岡市ｲﾄｳ ﾊﾙｶ14

1112 大川　貢未 0:57:32 鶴岡市ｵｵｶﾜ ｸﾐ15

1108 細谷　桃子 0:58:46 山形市ﾎｿﾔ ﾓﾓｺ16

1095 鈴木　望恵 1:00:06 飽海郡遊佐町ｽｽﾞｷ ﾓｴ 天真学園高校空手道部17

1096 五十嵐　天美 1:00:14 酒田市ｲｶﾞﾗｼ ｱﾏﾐ 天真学園高校空手道部18

1111 ﾌｧﾝ ヴｲ 1:02:25 酒田市ﾌｧﾝ ヴｲ19

1119 早坂　美帆子 1:04:07 宮城県ﾊﾔｻｶ ﾐﾎｺ20

1105 木村　文 1:05:55 寒河江市ｷﾑﾗ ﾌﾐ21

1099 佐藤　里央 1:08:00 村山市ｻﾄｳ ﾘｵ チーム健パパ22

1113 井上　沙紀 1:09:43 山形市ｲﾉｳｴ ｻｷ23

1121 後藤　景子 1:18:55 酒田市ｺﾞﾄｳ ｹｲｺ コステムＲＣ24

1107 白峯　摩奈 1:22:54 鶴岡市ｼﾗﾐﾈ ﾏﾅ25

1122 阿部　愛弓 1:30:19 山形市ｱﾍﾞ ｱﾕﾐ 無所属珍人26
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般男子30代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1000 吉泉　亘 0:32:09 東田川郡庄内町ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ JA庄内たがわ1

1209 齋藤　繁和 0:36:19 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｶｽﾞ 羽黒走友会2

1221 太田　洋一 0:36:32 西村山郡西川町ｵｵﾀ ﾖｳｲﾁ NARC3

1133 宮村　正俊 0:36:54 新潟県ﾐﾔﾑﾗ ﾏｻﾄｼ4

1177 佐々木　俊輔 0:37:33 宮城県ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ ＩＩＪ5

1129 高橋　里詩 0:38:23 酒田市ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ6

1136 本間　裕樹 0:38:35 新潟県ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ7

1128 伊田　慎太郎 0:38:48 東田川郡庄内町ｲﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ8

1140 佐々木　直幸 0:38:50 秋田県ｻｻｷ ﾅｵﾕｷ にかほ市役所走友会9

1148 関　康春 0:38:58 最上郡真室川町ｾｷ ﾔｽﾊﾙ10

1157 吉永　孝行 0:38:59 鶴岡市ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 大宝幼稚園陸上部ＯＢ11

1183 冨樫　拓巳 0:39:14 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾀｸﾐ チーム大泉12

1200 村上　英之 0:39:48 酒田市ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ13

1147 小野寺　真 0:40:01 鶴岡市ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ14

1154 田澤　晶 0:40:04 鶴岡市ﾀｻﾞﾜ ｱｷﾗ15

1159 高橋　竜輝 0:40:13 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ16

1139 皆川　俊法 0:41:53 宮城県ﾐﾅｶﾜ ﾄｼﾉﾘ17

1127 相場　裕貴 0:41:58 飽海郡遊佐町ｱｲﾊﾞ ﾋﾛｷ 日医工山形18

1155 熊谷　智 0:42:05 鶴岡市ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄｼ 鈴木工務店19

1181 難波　公大 0:42:12 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾀﾞｲ20

1166 山本　知輝 0:42:20 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｷ ﾁｰﾑにっぷれす21

1146 佐藤　学 0:42:30 酒田市ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ22

1206 小野寺　弘一 0:42:31 鶴岡市ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ23

1192 高階　吉徳 0:42:39 秋田県ﾀｶｶｲ ﾖｼﾉﾘ 綸友会24

1153 佐藤　祐介 0:42:49 鶴岡市ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ25

1214 佐藤　毅 0:42:54 鶴岡市ｻﾄｳ ﾂﾖｼ26

1137 齊藤　祐揮 0:43:33 秋田県ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ27

1208 五十嵐　和也 0:43:43 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾔ 第一学区駅伝28

1193 阿部　和志 0:45:08 鶴岡市ｱﾍﾞ ｶｽﾞｼ ＡＢＥＣＣＩ29

1197 石川　裕史 0:45:09 鶴岡市ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ ＲＵＮ　ＢＥＹＯＮＤ30

1142 佐藤　周平 0:45:43 酒田市ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 酔31

1201 松木　兼一郎 0:45:52 山形市ﾏﾂｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ32

1168 奥山　秀一 0:46:10 鶴岡市ｵｸﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ チームおく33

1182 斎藤　康一 0:46:57 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾔｽｶｽﾞ チーム大泉34

1178 斎藤　光将 0:47:01 秋田県ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾏｻ 酒米電◯35

1222 齋藤　猛 0:47:33 酒田市ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ （株）センタージムキ36

1210 湧口　貴行 0:47:51 鶴岡市ﾕｳｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ37

1171 田中　潤一郎 0:47:52 山形市ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ38

1165 上竹　俊介 0:47:54 鶴岡市ｳｴﾀｹ ｼｭﾝｽｹ39

1205 佐藤　茂樹 0:48:02 鶴岡市ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ40

1151 大類　洋輔 0:48:48 尾花沢市ｵｵﾙｲ ﾖｳｽｹ41

1202 池田　穣 0:48:52 酒田市ｲｹﾀﾞ ﾐﾉﾙ ＭＯＲＮＩＮＧ42

1164 伊藤　貴則 0:48:55 酒田市ｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ43

1173 原田　祐樹 0:49:07 山形市ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ44

1160 齋藤　敦 0:49:14 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ45

1132 齋藤　貴矢 0:49:50 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ46

1162 榎本　典義 0:51:09 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘﾖｼ チームＥＮＯＭＯＴＯ47

1135 菅原　紀孝 0:51:48 飽海郡遊佐町ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾀｶ48

1169 斎藤　辰祐 0:51:50 新潟県ｻｲﾄｳ ｼﾝｽｹ ｐａｓｓａｒｅ49

1207 池田　拓洋 0:51:51 酒田市ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾋﾛ50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般男子30代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1161 権　昌容 0:51:59 山形市ｺﾞﾝ ｱｷﾋﾛ51

1191 釼持　英正 0:52:09 鶴岡市ｹﾝﾓﾂ ﾋﾃﾞﾏｻ52

1150 池田　基樹 0:52:19 酒田市ｲｹﾀﾞ ﾓﾄｷ53

1199 木野　充 0:52:40 東田川郡三川町ｷﾉ ﾐﾂﾙ54

1143 今井　卓也 0:52:44 秋田県ｲﾏｲ ﾀｸﾔ55

1217 工藤　直樹 0:53:11 山形市ｸﾄﾞｳ ﾅｵｷ56

1213 工藤　貴志 0:53:13 秋田県ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ57

1167 阿部　真一 0:53:29 東田川郡庄内町ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁ58

1194 渡邉　雅貴 0:54:06 秋田県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ59

1156 仲島　悟 0:54:27 酒田市ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄﾙ Ｈａｓｉｎｚｏ60

1170 高山　太志 0:54:42 鶴岡市ﾀｶﾔﾏ ﾌﾄｼ 黄金61

1216 久保　大輔 0:55:13 新潟県ｸﾎﾟ ﾀﾞｲｽｹ62

1219 佐々木　光 0:55:17 秋田県ｻｻｷ ﾋｶﾙ ＢｉｇＢａｍｂｏｏｏ63

1212 土屋　尚之 0:55:21 鶴岡市ﾂﾁﾔ ﾅｵﾕｷ 桜酒走友会64

1196 青栁　拓郎 0:56:08 酒田市ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾛｳ65

1180 寺田　晃丈 0:56:19 酒田市ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾋﾛ コステムＲＣ66

1176 阿部　卓也 0:56:26 寒河江市ｱﾍﾞ ﾀﾜﾔ モスバーガー67

1587 大滝　吉浩 0:56:26 鶴岡市ｵｵﾀｷ ﾖｼﾋﾛ68

1174 佐藤　紀和 0:56:52 鶴岡市ｻﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ ホテルイン鶴岡69

1152 岡崎　直人 0:57:19 酒田市ｵｶｻﾞｷ ﾅｵﾄ Ｈａｓｉｎｚｏ70

1195 本間　弘幸 0:57:33 酒田市ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ71

1187 佐藤　公彦 0:58:29 酒田市ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ72

1190 佐藤　陽介 0:58:47 鶴岡市ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ73

1188 黒坂　新也 0:59:15 鶴岡市ｸﾛｻｶ ｼﾝﾔ74

1218 本木　宏幸 1:00:19 東根市ﾓﾄｷ ﾋﾛﾕｷ75

1172 山木　伸司 1:01:38 東田川郡庄内町ﾔﾏｷ ｼﾝｼﾞ コステムＲＣ76

1124 三浦　佑人 1:01:38 酒田市ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ コステムＲＣ77

1125 菅原　一弥 1:01:38 飽海郡遊佐町ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ コステムＲＣ78

1130 高須賀　康志 1:04:07 宮城県ﾀｶｽｶﾞ ｺｳｼﾞ79

1203 冨塚　孝弘 1:05:57 鶴岡市ﾄﾐﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ アルファーワン80

1145 仲川　慎一 1:08:13 酒田市ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ81

1126 川井　朗 1:10:03 鶴岡市ｶﾜｲ ｱｷﾗ82

1189 佐藤　正幸 1:18:56 鶴岡市ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ コステムＲＣ83

1158 伊藤　健祐 1:20:49 岩手県ｲﾄｳ ｹﾝﾕｳ84

1134 伊藤　英介 1:29:30 鶴岡市ｲﾄｳ ｴｲｽｹ アライドテック85
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般女子30代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1246 新宮　恵 0:55:01 寒河江市ｼﾝｸﾞｳ ﾒｸﾞﾐ ＹＭＣ1

1239 山田　朱美 0:55:51 東京都ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ2

1248 門脇　美幸 0:55:58 東田川郡庄内町ｶﾄﾞﾜｷ ﾐﾕｷ3

1236 佐藤　芳美 0:56:36 新潟県ｻﾄｳ ﾖｼﾐ4

1235 富樫　美樹子 0:57:31 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾐｷｺ5

1230 平野　八重 0:57:46 埼玉県ﾋﾗﾉ ﾔｴ6

1241 富樫　涼子 0:57:52 秋田県ﾄｶﾞｼ ﾘｮｳｺ ｱｲｱﾝｽﾞ大曲7

1223 岡部　理保子 0:58:35 秋田県ｵｶﾍﾞ ﾘﾎｺ8

1244 本木　恵美子 1:00:19 東根市ﾓﾄｷ ｴﾐｺ 篠田病院9

1227 小野　景子 1:00:55 酒田市ｵﾉ ｹｲｺ10

1231 佐藤　麻由子 1:01:53 山形市ｻﾄｳ ﾏﾕｺ11

1237 馬杉　幸子 1:03:00 東根市ﾏｽｷﾞ ｻﾁｺ12

1228 柳沢　佑美 1:03:39 鶴岡市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾐ13

1226 後藤　智惠 1:04:00 酒田市ｺﾞﾄｳ ﾁｴ14

1229 河内　伸江 1:06:36 新潟県ｶﾜｳﾁ ﾉﾌﾞｴ15

1232 安孫子　芳恵 1:06:38 秋田県ｱﾋﾞｺ ﾖｼｴ16

1234 新舘　明子 1:06:42 酒田市17
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般男子40代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1322 駒津　普司 0:35:17 長井市ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 白鷹マラソンクラブ1

1258 石堂　貴浩 0:35:51 酒田市ｲｼﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ2

1347 五十嵐　孝喜 0:37:24 酒田市ｲｶﾞﾗｼ ｺｳｷ3

1580 田代　守久 0:39:03 新潟県ﾀｼﾛ ﾓﾘﾋｻ4

1273 五十嵐　研裕 0:39:04 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾕｳ ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞﾌｧｰﾑ5

1340 太田　康明 0:39:11 宮城県ｵｵﾀ ｺｳﾒｲ6

1329 長岡　宏樹 0:39:19 山形市ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｷ7

1309 中山　和行 0:42:48 新潟県ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 大須戸らんラン倶楽部8

1349 佐藤　顕一 0:42:50 酒田市ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ アライドテック9

1358 宮林　孝次 0:42:54 寒河江市ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 名鉄運輸10

1311 阿部　誠 0:43:16 酒田市ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 平田陸上教室11

1296 和根﨑　亘 0:44:24 酒田市ﾜﾈｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 平田陸上教室12

1324 田中井　幸夫 0:45:14 酒田市ﾀﾅｶｲ ｻﾁｵ あまるめ走ろう会13

1328 殿岡　聡 0:45:41 南陽市ﾄﾉｵｶ ｻﾄｼ14

1300 五十嵐　進 0:45:57 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｽｽﾑ15

1306 加藤　宙 0:46:25 酒田市ｶﾄｳ ﾋﾛｼ16

1260 高山　竜介 0:46:29 酒田市ﾀｶﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ17

1356 浅藤　昌伸 0:46:33 酒田市ｱｻﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ 平田陸上教室18

1315 佐々木　正二 0:46:58 酒田市ｻｻｷ ｼｮｳｼﾞ19

1338 後藤　仁紀 0:47:13 酒田市ｺﾞﾄｳ ｷﾐﾉﾘ20

1307 加藤　充生 0:47:15 鶴岡市ｶﾄｳ ﾐﾂｵ チーム　さぼ21

1250 佐藤　寿人 0:47:36 秋田県ｻﾄｳ ﾋｻﾄ 酒米電◯22

1285 阿部　康弘 0:47:56 酒田市ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ カロリーハーフ23

1301 野坂　清彦 0:47:56 鶴岡市ﾉｻｶ ｷﾖﾋｺ24

1261 佐藤　智一 0:47:58 鶴岡市ｻﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ25

1325 元木　邦彦 0:48:04 村山市ﾓﾄｷ ｸﾆﾋｺ26

1278 木島　秀智 0:48:12 秋田県ｷｼﾏ ﾋﾃﾞﾄﾓ 横手蘭走会27

1270 粕谷　真一郎 0:48:16 東田川郡三川町ｶｽﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ28

1332 長谷川　隆博 0:48:20 鶴岡市ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 田川運輸RC29

1265 加藤　輝紀 0:48:35 酒田市ｶﾄｳ ﾃﾙｷ アライドテック（＾＾ｖ30

1346 山田　昌之 0:48:38 新潟県ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 夕やけｼﾞﾑ31

1355 齋藤　英雄 0:48:54 神奈川県ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ32

1298 大宮　将義 0:49:22 鶴岡市ｵｵﾐﾔ ﾏｻﾖｼ 第二学区走友会33

1321 星川　剛 0:49:54 酒田市ﾎｼｶﾜ ﾂﾖｼ34

1343 池田　章 0:50:26 酒田市ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ35

1263 富樫　雅彦 0:50:29 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾏｻﾋｺ36

1331 後藤　誠 0:50:40 酒田市ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ37

1253 齋藤　清貴 0:50:51 酒田市ｻｲﾄｳ ｷﾖﾀｶ38

1302 斎藤　克俊 0:51:02 山形市ｻｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ39

1313 佐藤　修治 0:51:12 東田川郡三川町ｻﾄｳ ｼｭｳｼﾞ セキスイハイム40

1334 岩浪　圭一 0:51:21 鶴岡市ｲﾜﾅﾐ ｹｲｲﾁ41

1279 佐藤　健 0:51:22 宮城県ｻﾄｳ ｹﾝ42

1289 金丸　満良 0:51:25 東田川郡庄内町ｶﾅﾏﾙ ﾐﾂﾖｼ あまるめ走ろう会43

1308 安藤　敦 0:51:35 秋田県ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ RUN　ZS44

1361 粕谷　慶 0:51:44 東京都ｶｽﾔ ｹｲ45

1268 松浦　智 0:51:44 東京都ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓ46

1581 石山　千順 0:51:47 酒田市ｲｼﾔﾏ ｾﾝｼﾞｭﾝ47

1297 佐藤　隆雄 0:51:49 栃木県ｻﾄｳ ﾀｶｵ 日立化成48

1276 阿部　誠 0:51:53 寒河江市ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 山貴49

1290 橋本　晃幸 0:52:03 鶴岡市ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ チーム三人50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般男子40代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1280 箕輪　純也 0:52:04 鶴岡市ﾐﾉﾜ ｼﾞｭﾝﾔ51

1282 中村　大輔 0:52:08 酒田市ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ52

1319 吉泉　守 0:52:28 酒田市ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾏﾓﾙ53

1274 高橋　直喜 0:52:32 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ54

1295 三浦　有一 0:52:48 鶴岡市ﾐｳﾗ ﾕｳｲﾁ55

1262 高橋　晃一 0:53:01 秋田県ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ チーム　ハピモニ56

1352 阿部　真 0:53:16 鶴岡市ｱﾍﾞ ｼﾝ 黄金駅伝57

1254 工藤　信彦 0:53:36 山形市ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｺ58

1266 大徳　忠史 0:53:38 秋田県ﾀﾞｲﾄｸ ﾀﾀﾞﾌﾐ 県大熱研59

1255 菅原　孝幸 0:54:21 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 世界の一味60

1583 駒田　昌紀 0:54:47 米沢市ｺﾏﾀﾞ ﾏｻｷ61

1353 阿部　靖 0:54:50 東田川郡庄内町ｱﾍﾞ ﾔｽｼ62

1294 土門　将志 0:54:52 酒田市ﾄﾞﾓﾝ ﾏｻｼ ＲＵＮ℃63

1288 藤山　剛 0:55:05 新庄市ﾌｼﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 山交観光64

1326 今井　貴史 0:55:12 秋田県ｲﾏｲ ﾀｶｼ 日本ハム東販売65

1318 寺田　博樹 0:55:19 酒田市ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ おやじボンバイエ66

1360 阿部　務 0:55:42 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾂﾄﾑ67

1335 佐藤　一之 0:56:00 鶴岡市ｻﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 東北日本ハム68

1333 斎籐　貞樹 0:56:24 秋田県ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞｷ69

1354 土門　修 0:56:43 酒田市ﾄﾞﾓﾝ ｼｭｳ 南遊佐ランナーズ70

1317 大瀧　勝徳 0:56:56 東田川郡三川町ｵｵﾀｷ ｶﾂﾉﾘ 丸善陸上部71

1305 本間　順一 0:57:13 東田川郡三川町ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ72

1339 遠藤　憲哉 0:57:22 寒河江市ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾔ 山貴73

1286 相馬　隆宏 0:58:19 鶴岡市ｿｳﾏ ﾀｶﾋﾛ サンダーバード74

1320 中村　鉄也 0:58:54 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 天真学園高校空手道部75

1283 阿曽　洋介 0:58:58 酒田市ｱｿ ﾖｳｽｹ76

1257 三浦　寛 0:59:19 酒田市ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ がれ～ぢ松山マラソン部77

1271 長岡　修平 1:01:54 鶴岡市ﾅｶﾞｵｶ ｼｭｳﾍｲ 金屋アスリートクラブ78

1337 小池　政彦 1:03:27 鶴岡市ｺｲｹ ﾏｻﾋｺ 金屋アスリートクラブ79

1284 阿部　勝 1:03:35 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾏｻﾙ 金屋アスリートクラブ80

1281 佐藤　渉 1:04:53 鶴岡市ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 桜酒走友会81

1330 田名部　尚人 1:05:28 宮城県ﾀﾅﾌﾞ ﾅｵﾄ82

1304 山本　壮人 1:05:45 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ83

1348 黒坂　祥 1:05:47 鶴岡市ｸﾛｻｶ ﾔｽｼ チームクロサカ84

1272 吉田　貴茂 1:06:06 酒田市ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼｹﾞ85

1351 近藤　直樹 1:07:23 山形市ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ86

1299 佐藤　康之 1:08:40 鶴岡市ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ 金屋アスリートクラブ87

1341 大島　昭彦 1:20:48 岩手県ｵｵｼﾏ ｱｷﾋｺ ＹＭＣ４８88
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般女子40代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1365 横山　紀子 0:41:36 酒田市ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘｺ1

1366 兵田　由香里 0:45:55 酒田市ﾋｮｳﾀ ﾕｶﾘ 平田陸上教室2

1391 中村　志津 0:51:21 山形市ﾅｶﾑﾗ ｼﾂﾞ3

1381 藤原　智子 0:51:44 鶴岡市ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ4

1371 木島　麻衣子 0:52:01 秋田県ｷｼﾏ ﾏｲｺ 横手蘭走会5

1384 國松　康子 0:52:05 新潟県ｸﾆﾏﾂ ﾔｽｺ 豊栄走友会6

1377 大久保　てるみ 0:52:23 新潟県ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾙﾐ あらかわ総走会7

1382 加藤　貴子 0:52:54 宮城県ｶﾄｳ ﾀｶｺ チームマウイ8

1379 稲村　洋子 0:54:15 宮城県ｲﾅﾑﾗ ﾖｳｺ9

1383 大山　則子 0:54:35 東根市ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｺ10

1378 伊藤　留美子 0:54:38 秋田県ｲﾄｳ ﾙﾐｺ 横手蘭走会11

1390 髙橋　美穂 0:55:39 新庄市ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ12

1389 長岡　美穂 0:56:06 山形市ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ トップロード13

1368 高山　祐子 0:56:16 酒田市ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｺ14

1372 石井　はつか 0:59:07 秋田県ｲｼｲ ﾊﾂｶ ヤマゴヤＮＲ15

1367 深澤　麻紀 1:02:34 東京都ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｷ16

1364 橋本　享代 1:03:11 新潟県ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁﾖ ＴｅａｍＫＯＤＡ17

1586 浅野　藤子 1:04:03 山形市ｱｻﾉ ﾌｼﾞｺ18

1369 遠藤　暁子 1:04:03 山形市ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ19

1363 近藤　習子 1:04:39 山形市ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｺ20

1385 田名部　聡美 1:05:28 宮城県ﾀﾅﾌﾞ ｻﾄﾐ21

1375 山本　登紀 1:05:45 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷ22

1370 黒坂　洋子 1:05:47 鶴岡市ｸﾛｻｶ ﾖｳｺ チームクロサカ23

1388 黒澤　康子 1:06:31 新潟県ｸﾛｻﾜ ﾔｽｺ24

1386 鈴木　恵美 1:12:40 東田川郡庄内町ｽｽﾞｷ ｴﾐ25

1362 磯部　友子 1:15:24 新潟県ｲｿﾍﾞ ﾄﾓｺ26

1387 齋藤　和子 1:19:22 東根市ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ27

Print : 2017/04/24 10:07:00 26 / 48 ページ Official Timer & Result By Finesystem



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般男子50代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1414 佐々木　充 0:38:31 秋田県ｻｻｷ ﾐﾂﾙ 秋田新電元1

1403 三田村　智 0:40:10 鶴岡市ﾐﾀﾑﾗ ｻﾄｼ2

1406 佐藤　力 0:40:38 鶴岡市ｻﾄｳ ﾁｶﾗ3

1405 佐藤　義雄 0:41:13 鶴岡市ｻﾄｳ ﾖｼｵ 大泉ランナーズ4

1407 村岡　大輔 0:41:42 山形市ﾑﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ たんぽぽＲＣ5

1465 丸谷　桂一郎 0:41:47 鶴岡市ﾏﾙﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ 佐藤工務ＲＣ6

1398 渡辺　映基 0:42:12 宮城県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｷ 柴田さくら7

1433 桐澤　一幸 0:42:45 鶴岡市ｷﾘｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ クラブ二輪倶8

1450 細井　浩二 0:43:02 秋田県ﾎｿｲ ｺｳｼﾞ 丸海水産㈱9

1457 小野寺　智 0:43:34 酒田市ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄﾙ10

1431 石井　敏行 0:43:54 東田川郡庄内町ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ ＡＧＵＤＯ11

1424 佐藤　健一 0:45:22 村山市ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ チーム健パパ12

1453 小松　貴志 0:47:15 酒田市ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 平田筋トレ同好会13

1419 古寺　克芳 0:47:22 新潟県ｺﾃﾞﾗ ｶﾂﾖｼ14

1415 磯部　秀樹 0:47:26 山形市ｲｿﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 山形済生病院15

1434 斎藤　太一 0:47:26 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 有酸素倶楽部16

1430 沼澤　好次 0:48:40 鶴岡市ﾇﾏｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ17

1396 伊藤　満 0:48:45 鶴岡市ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 鶴岡独走隊18

1400 清野　拓也 0:49:15 鶴岡市ｾｲﾉ ﾀｸﾔ なにわ倶楽部19

1426 伊藤　正則 0:49:19 鶴岡市ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ﾁｰﾑ　3920

1440 齋藤　聡 0:49:48 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ21

1393 柴田　昌彦 0:50:06 天童市ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋｺ22

1584 佐藤　一成 0:50:33 酒田市ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 酒西定23

1429 本間　佐一郎 0:50:44 群馬県ﾎﾝﾏ ｻｲﾁﾛｳ チーム　Ｔ・Ａ24

1455 松本　一夫 0:50:53 鶴岡市ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ25

1585 北田　裕也 0:51:14 酒田市ｷﾀﾀﾞ ﾋﾛﾔ26

1454 佐々木　利章 0:51:35 宮城県ｻｻｷ ﾄｼｱｷ27

1427 本間　修 0:51:56 鶴岡市ﾎﾝﾏ ｼﾕｳ ｐａｓｓａｒｅ28

1413 斎藤　光広 0:51:59 秋田県ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ29

1418 池田　茂 0:52:06 東田川郡庄内町ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 払田部落30

1428 村　成幸 0:52:27 山形市ﾑﾗ ﾅﾘﾕｷ 吉岡病院31

1402 斎藤　浩喜 0:53:00 酒田市ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ32

1464 豊田　豊 0:53:02 鶴岡市ﾄﾖﾀﾞ ﾕﾀｶ シンクロン33

1446 海出　孝幸 0:53:12 東村山郡山辺町ｶｲﾃﾞ ﾀｶﾕｷ34

1443 佐藤　好宏 0:53:17 東根市ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ35

1460 庄司　芳之 0:53:48 宮城県ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾕｷ 東経大36

1410 大宮　智仁 0:53:51 最上郡最上町ｵｵﾐﾔ ﾄﾓﾋﾄ37

1448 樫尾　勉 0:53:53 秋田県ｶｼｵ ﾂﾄﾑ38

1409 小関　修 0:54:06 鶴岡市ｺｾｷ ｵｻﾑ39

1411 石本　正俊 0:54:14 新潟県ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ かめだ力走会40

1459 池田　敏隆 0:54:46 秋田県ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾀｶ41

1401 長沼　敏一 0:54:50 酒田市ﾅｶﾞﾇﾏ ﾄｼｶｽﾞ42

1397 阿蘓　仁一 0:54:50 酒田市ｱｿ ｼﾞﾝｲﾁ コステムＲＣ43

1436 鹿野　彰 0:55:09 酒田市ｶﾉ ｱｷﾗ44

1462 伊藤　忠幸 0:55:14 秋田県ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾕｷ 秋田島忠45

1412 小林　智明 0:55:15 鶴岡市ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ46

1408 天野　和幸 0:55:19 鶴岡市ｱﾏﾉ ｶｽﾞﾕｷ47

1451 齋藤　徹 0:56:04 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ 藤島楽しく走り隊48

1444 谷川　昇 0:56:12 酒田市ﾀﾆｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ49

1461 渡辺　俊春 0:56:19 山形市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ チーム３２３50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般男子50代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1425 滝口　浩直 0:57:01 東根市ﾀｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ51

1452 兼子　俊男 0:57:11 鶴岡市ｶﾈｺ ﾄｼｵ ﾁｰﾑひとり52

1432 今野　正一 0:57:12 飽海郡遊佐町ｺﾝﾉ ｼｮｳｲﾁ53

1422 高橋　正光 0:58:20 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐﾂ54

1420 熊谷　聡 0:58:30 秋田県ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄｼ55

1441 大川　洋司 0:59:30 鶴岡市ｵｵｶﾜ ﾋﾛｼ56

1404 堀江　研二 1:00:13 埼玉県ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ 栗橋郵便局57

1438 中村　雄二郎 1:00:26 山形市ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ58

1435 阿部　裕 1:00:55 秋田県ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ TDK株式会社59

1449 井田　智 1:01:11 鶴岡市ｲﾀﾞ ｻﾄﾙ60

1399 佐藤　秀明 1:01:34 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ61

1439 佐藤　隆行 1:02:06 山形市ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ62

1458 須藤　和則 1:03:23 山形市ｽﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ63

1417 高平　英典 1:03:49 宮城県ﾀｶﾋﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ64

1394 松田　耕樹 1:06:11 鶴岡市ﾏﾂﾀ ｺｳｷ くしびき走友会65

1395 渡部　洋一 1:06:19 酒田市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ66

1463 塚田　好正 1:09:15 秋田県ﾂｶﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 山人楽師67

1421 芳賀　俊和 1:09:15 長井市ﾊｶﾞ ﾄｼｶｽﾞ68
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般女子50代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1476 小細沢　邦子 0:44:02 鶴岡市ｺﾎﾞｿｻﾞﾜ ｸﾆｺ1

1491 大脇　恵 0:46:31 新潟県ｵｵﾜｷ ﾒｸﾞﾐ 豊栄走友会2

1493 米屋　由加子 0:51:54 村山市ﾖﾈﾔ ﾕｶｺ 東根ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ3

1470 清野　真由美 0:55:11 新潟県ｾｲﾉ ﾏﾕﾐ4

1472 桐山　恵 0:55:16 宮城県ｷﾘﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ ルネサンス泉5

1480 北川　洋子 0:56:04 青森県ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｳｺ 北川歯科6

1474 土屋　隆子 0:56:09 村山市ﾂﾁﾔ ﾀｶｺ7

1488 澁谷　明美 0:56:16 東田川郡庄内町ｼﾌﾞﾔ ｱｹﾐ8

1473 西川　みどり 0:56:34 山形市ﾆｼｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ9

1466 東海林　美代子 0:56:38 東根市ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾐﾖｺ10

1487 大島　弥志子 0:56:39 鶴岡市ｵｵｼﾏ ﾔｼｺ 藤島楽しく走り隊11

1489 堀　裕子 0:56:41 酒田市ﾎﾘ ﾕｳｺ12

1496 櫻井　きえこ 0:56:55 宮城県ｻｸﾗｲ ｷｴｺ13

1469 佐々木　圭子 0:57:04 東田川郡庄内町ｻｻｷ ｹｲｺ14

1484 今井　由香 0:58:09 新潟県ｲﾏｲ ﾕｶ15

1483 加藤　えみ 0:59:26 東田川郡庄内町ｶﾄｳ ｴﾐ16

1471 岩村　久子 0:59:30 秋田県ｲﾜﾑﾗ ﾋｻｺ 横手蘭走会17

1467 大槻　千恵美 1:00:06 宮城県ｵｵﾂｷ ﾁｴﾐ18

1494 鈴木　敬子 1:00:42 鶴岡市ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 母狩ﾗﾝﾅｰｽﾞ19

1479 阿部　ゆり 1:01:05 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾕﾘ20

1475 加賀谷　久美子 1:01:46 村山市ｶｶﾞﾔ ｸﾐｺ21

1486 井田　富美 1:02:23 鶴岡市ｲﾀﾞ ﾌﾐ22

1477 木村　ヒロ子 1:05:33 寒河江市ｷﾑﾗ ﾋﾛｺ23

1495 齋藤　百合子 1:06:24 東根市ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ24

1485 佐藤　陽子 1:11:23 山形市ｻﾄｳ ﾖｳｺ25

1468 高橋　裕子 1:13:12 天童市ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ セゾンサロン26
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般男子60代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1515 斉藤　正幸 0:39:38 新潟県ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 日立陸陸上部ＯＢ1

1526 内山　武夫 0:44:19 新潟県ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｵ あらかわ総走会2

1498 金子　健 0:45:28 鶴岡市ｶﾈｺ ﾀｹｼ 朝暘第四小学校3

1520 原田　孝 0:46:23 秋田県ﾊﾗﾀ ﾀｶｼ 梶ﾉ目琉馬会4

1525 阿部　伸一 0:47:17 山形市ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁ5

1517 中山　三樹男 0:48:19 宮城県ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ ナツノアラシ6

1499 高橋　徳也 0:49:06 岩手県ﾀｶﾊｼ ﾄｸﾔ7

1544 須田　進 0:49:09 秋田県ｽﾀﾞ ｽｽﾑ8

1508 三浦　一喜 0:49:21 鶴岡市ﾐｳﾗ ｶｽﾞｷ9

1511 近藤　秀博 0:49:22 秋田県ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ10

1518 三浦　和弥 0:50:35 鶴岡市ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾔ11

1532 上野　正光 0:51:14 鶴岡市ｳｴﾉ ﾏｻﾐﾂ12

1507 佐藤　了 0:51:26 東田川郡庄内町ｻﾄｳ ﾘｮｳ あまるめ13

1547 佐藤　正彦 0:51:37 酒田市ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ14

1501 鈴木　正志 0:52:21 新潟県ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ ｱﾌｧｽ15

1524 菅原　晃 0:52:35 宮城県ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ ルネサンス泉16

1504 白幡　政喜 0:52:51 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ﾏｻｷ17

1510 井上　真一 0:53:53 上山市ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ18

1513 木須　三雄 0:54:11 鶴岡市ｷｽ ﾐﾂｵ19

1534 柴田　章善 0:54:25 鶴岡市ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾖｼ20

1542 村山　裕一 0:54:45 新潟県ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 村上ＴＣ21

1541 赤星　拓 0:55:13 山形市ｱｶﾎｼ ﾋﾗｸ 梅ランクラブ22

1516 佐藤　元啓 0:55:30 鶴岡市ｻﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ23

1549 松山　義昭 0:55:36 青森県ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼｱｷ24

1509 中村　省三 0:55:40 新潟県ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 豊栄走友会25

1527 亀谷　悟 0:55:53 秋田県ｶﾒﾔ ｻﾄﾙ イヤタカ26

1550 澤　邦雄 0:56:17 西村山郡河北町ｻﾜ ｸﾆｵ27

1539 槇　昭治 0:56:17 東根市ﾏｷ ｼｮｳｼﾞ ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰｽﾞ28

1505 小室　秀昭 0:57:20 村山市ｺﾑﾛ ﾋﾃﾞｱｷ29

1502 村上　真弥 0:58:16 酒田市ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ30

1530 阿部　浩治 0:59:40 鶴岡市ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ31

1521 小松　秀輝 0:59:48 新庄市ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ32

1514 佐藤　之俊 0:59:51 山形市ｻﾄｳ ﾕｷﾄｼ33

1512 高橋　正義 1:01:07 東根市ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 東根ジョギング34

1535 石沢　健治 1:02:40 宮城県ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ35

1548 小島　文明 1:03:25 新潟県ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｱｷ36

1528 大川　宏喜 1:03:38 鶴岡市ｵｵｶﾜ ﾋﾛｷ クラブ二輪倶37

1582 仲川　昌夫 1:03:39 鶴岡市ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｵ クラブ二輪具38

1545 成原　孝一 1:03:46 西村山郡朝日町ﾅﾘﾊﾗ ｺｳｲﾁ ﾗﾝﾗﾝﾌｧﾐﾘｰ39

1503 中山　富雄 1:04:25 秋田県ﾅｶﾔﾏ ﾄﾐｵ40

1540 大築　満夫 1:06:11 山形市ｵｵﾂｷ ﾐﾂｵ41

1529 石山　善市 1:06:24 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42

1538 阿部　政敏 1:09:23 秋田県ｱﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 毎日ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ43

1523 門崎　正明 1:10:34 酒田市ｶﾄﾞｻｷ ﾏｻｱｷ44

1500 檜山　裕之 1:14:16 酒田市ﾋﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 酒天45

1546 土岐　三郎 1:14:56 鶴岡市ﾄﾞｷ ｻﾌﾞﾛｳ46

1522 堀内　隆三 1:16:43 鶴岡市ﾎﾘｳﾁ ﾘｭｳｿﾞｳ 鶴岡協立病院47

1533 高橋　勇人 1:24:02 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ48

1536 阿部　俊裕 1:30:29 天童市ｱﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ49
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般女子60才以上

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1563 佐藤　まり子 0:49:03 宮城県ｻﾄｳ ﾏﾘｺ1

1558 草島　寿子 0:50:56 東田川郡庄内町ｸｻｼﾞﾏ ﾄｼｺ 藤島楽して走り隊2

1559 亀谷　孝子 0:50:58 秋田県ｶﾒﾔ ﾀｶｺ3

1553 中村　繁子 0:55:24 新潟県ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｺ 豊栄走友会4

1557 二宮　祐子 0:58:08 新潟県豊栄走友会5

1551 若槻　久美子 0:58:09 新潟県ﾜｶﾂｷ ｸﾐｺ6

1555 細井　康子 1:00:44 秋田県ﾎｿｲ ﾔｽｺ7

1552 菅原　友子 1:01:53 宮城県ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ8

1562 板垣　啓子 1:05:13 新潟県ｲﾀｶﾞｷ ｹｲｺ9

1561 加藤　和枝 1:11:28 新潟県ｶﾄｳ ｶｽﾞｴ10

1565 梅津　惠子 1:13:55 酒田市ｳﾒﾂ ｹｲｺ 山形ﾏｽﾀｰｽﾞ11

1556 信田　美智子 1:15:35 新潟県ｼﾀﾞ ﾐﾁｺ12

1564 片桐　和代 1:17:11 新潟県ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾖ13

1554 堀内　成子 1:20:19 鶴岡市ﾎﾘｳﾁ ｼｹﾞｺ14
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子40才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3000 田中　正志 1:48:32 新潟県ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 水澤化学工業1

3017 髙野　周平 1:55:18 秋田県ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ 由利本荘市役所2

3075 新舘　陽 1:55:23 酒田市ｼﾝﾀﾃ ﾖｳ コステムＲＣ3

3104 高橋　和之 1:59:27 山形市ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ4

3040 渡邊　宏悦 2:01:05 秋田県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｴﾂ5

3111 成澤　文秀 2:04:08 鶴岡市ﾅﾘｻﾜ ﾌﾐﾋﾃﾞ 鶴岡第五走友会6

3004 角田　凜太郎 2:07:32 山形市ﾂﾉﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山形大学医学部7

3091 富樫　佑済 2:08:04 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾕｳｻｲ8

3094 野坂　信一郎 2:09:36 鶴岡市ﾉｻｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 鶴岡第五走友会9

3101 金丸　和也 2:10:16 鶴岡市ｶﾅﾏﾙ ｶｽﾞﾔ10

3023 Kimani Samuel 2:12:57 鶴岡市ｷﾏﾆ ｻﾑｴﾙ11

3092 黒田　広大 2:13:48 山形市ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ソファン12

3066 笹崎　敏正 2:14:40 東京都ｻｻｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ13

3016 小林　和斗 2:15:59 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ14

3083 越前　学 2:18:23 秋田県ｴﾁｾﾞﾝ ﾏﾅﾌﾞ15

3073 木村　龍太郎 2:18:46 新潟県ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ16

3038 矢口　英人 2:18:51 天童市ﾔｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄ17

3002 伊藤　勇史 2:19:17 鶴岡市ｲﾄｳ ﾕｳｼ 第五走友会18

3078 今野　滋夫 2:20:46 米沢市ｺﾝﾉ ｼｹﾞｵ19

3121 千田　薫 2:21:38 宮城県ﾁﾀﾞ ｶｵﾙ20

3064 北見　学 2:21:54 秋田県ｷﾀﾐ ﾏﾅﾌﾞ ＴＤＫマラソン部21

3081 粕谷　正司 2:23:36 宮城県ｶｽﾔ ｼｮｳｼﾞ ＫＡＳＵＹＡＣＬＵＢ22

3067 中西　茂幸 2:23:57 秋田県ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾕｷ 航空自衛隊23

3124 鈴木　輝明 2:24:00 秋田県ｽｽﾞｷ ﾃﾙｱｷ 親和マラソン部24

3114 二戸　司 2:24:56 最上郡最上町ﾆﾄ ﾂｶｻ25

3103 佐藤　堅 2:25:26 酒田市ｻﾄｳ ｹﾝ26

3079 原田　高基 2:25:59 鶴岡市ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 黄金駅伝ﾁｰﾑ27

3116 藤原　一博 2:26:56 秋田県ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ヤマゴヤＮＲ28

3071 佐藤　啓輔 2:27:04 酒田市ｻﾄｳ ｹｲｽｹ29

3112 板垣　鉄也 2:28:25 新潟県ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾂﾔ30

3591 高橋　千治 2:29:00 酒田市ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾊﾙ 東北日本ハム31

3015 堀　太郎 2:31:19 酒田市ﾎﾘ ﾀﾛｳ32

3060 池田　聡 2:31:37 鶴岡市ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ33

3006 鈴木　丸平 2:31:48 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾏﾙﾍｲ34

3035 堀　友昭 2:32:05 酒田市ﾎﾘ ﾄﾓｱｷ35

3056 佐藤　聖悟 2:32:14 宮城県ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ36

3093 齋藤　政信 2:33:20 酒田市ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾌﾞ ＭＢモータース37

3049 小池　宏明 2:34:53 鶴岡市ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ38

3080 柴田　貴之 2:34:59 秋田県ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 湖心亭39

3115 山本　賢 2:36:14 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ40

3034 遠藤　純 2:36:16 東根市ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ41

3043 堺　充人 2:37:16 山形市ｻｶｲ ﾐﾂﾄ42

3053 伊藤　大地 2:38:04 鶴岡市ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ43

3028 沼澤　貴典 2:39:39 最上郡舟形町ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ Ｓ．Ｆ．Ｃ44

3097 岩本　裕 2:39:41 秋田県ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ ときわの45

3110 斉藤　宏樹 2:40:46 酒田市ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ46

3100 佐藤　通晃 2:40:51 鶴岡市ｻﾄｳ ﾐﾁｱｷ 西郷走遊会47

3058 吉原　聖 2:41:34 山形市ﾖｼﾊﾗ ｾｲ 公文48

3098 伊藤　憲和 2:43:33 尾花沢市ｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 闘魂の龍49

3084 千葉　大助 2:43:53 秋田県ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 秋田県ホンダ会50

Print : 2017/04/24 10:07:00 32 / 48 ページ Official Timer & Result By Finesystem



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子40才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3059 高崎　祐 2:44:03 秋田県ﾀｶｻｷ ﾕｳ51

3069 筒井　祐介 2:45:27 山形市ﾂﾂｲ ﾕｳｽｹ 源川医科器械52

3052 佐藤　陽介 2:45:53 長井市ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ53

3011 冨樫　拓 2:46:39 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾀｸ 公務員54

3113 大江　武 2:47:21 東根市ｵｵｴ ﾀｹｼ55

3106 齋藤　吉彦 2:48:35 山形市ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ56

3123 みうら　幸紀 2:48:43 酒田市ﾐｳﾗ ｺｳｷ ヒポクラテス57

3095 斎藤　利一 2:48:54 酒田市ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ がれ～ぢ松山マラソン部58

3119 本間　守 2:50:04 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾀﾓﾂ59

3048 難波　謙 2:51:11 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ｹﾝ60

3029 石川　翔太 2:51:39 長井市ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 長井マラソンさ来てね！61

3088 松田　智治 2:54:19 山形市ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ62

3117 阿宗　健大 2:57:27 鶴岡市ｱｿｳ ﾀｹﾋﾛ63

3036 今田　洋平 2:57:49 山形市ｺﾝﾀ ﾖｳﾍｲ64

3054 齋藤　康隆 2:58:11 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾔｽﾀｶ 戸沢走り隊65

3090 木村　研 2:58:14 山形市ｷﾑﾗ ｹﾝ66

3007 笹原　瑠偉 2:58:50 鶴岡市ｻｻﾊﾗ ﾙｲ 鶴岡第五走友会67

3019 佐藤　勇輝 2:59:10 酒田市ｻﾄｳ ﾕｳｷ68

3072 菅原　裕也 2:59:34 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾔ ＨＡＳＩＮＺＯ69

3070 斉藤　拓司 2:59:35 山形市ｻｲﾄｳ ﾀｸｼﾞ Ｈａｓｉｎｚｏ70

3082 門脇　睦樹 3:00:09 東根市ｶﾄﾞﾜｷ ﾑﾂｷ71

3065 佐々木　純也 3:00:12 秋田県ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ72

3014 加藤　優矢 3:01:14 最上郡戸沢村ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 戸沢走り隊73

3020 長澤　佑太 3:02:22 鶴岡市ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 戸沢走り隊74

3012 今井　寿哉 3:03:15 鶴岡市ｲﾏｲ ﾄｼﾔ 鶴岡第五走友会75

3050 五十嵐　寛人 3:04:04 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾄ76

3025 松木　惇 3:04:29 南陽市ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝ77

3032 板垣　宏和 3:04:37 山形市ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ ソファン78

3120 小川　篤 3:06:00 新潟県ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ ＴｅａｍＫＯＤＡ79

3010 齋藤　聡太 3:06:35 酒田市ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ80

3009 ｱﾙｺﾞｾｰﾋﾞ ﾌｧﾊﾄﾞ 3:10:35 鶴岡市ｱﾙｺﾞｾｰﾋﾞ ﾌｧﾊﾄﾞ81

3047 三田　吾郎 3:11:55 鶴岡市ﾐﾀ ｺﾞﾛｳ82

3074 斎藤　登克 3:12:08 東根市ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾖｼ83

3057 沼澤　行寛 3:12:39 鶴岡市ﾇﾏｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ84

3107 阿部　貢 3:13:51 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾐﾂｸﾞ 西郷走遊会85

3022 後藤　世海 3:14:51 宮城県ｺﾞﾄｳ ｼﾊｲ86

3118 小田　篤 3:15:11 新潟県ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 鷹取ＲＣ87

3024 小林　大樹 3:16:44 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 酒田医療センター88

3096 浜田　達也 3:18:22 岩手県ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ89

3030 木村　一輝 3:19:42 鶴岡市ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 丸善陸上部90

3018 舟山　陽介 3:19:46 酒田市ﾌﾅﾔﾏ ﾖｳｽｹ91

3033 野尻　丈道 3:23:22 鶴岡市ﾉｼﾞﾘ ﾀｹﾐﾁ92

3063 和田　哲 3:24:43 尾花沢市ﾜﾀﾞ ｻﾄｼ93

3122 深澤　元弘 3:26:07 東京都ﾌｶｻﾞﾜ ﾓﾄﾋﾛ94

3037 土岐　康弘 3:29:42 鶴岡市ﾄﾞｷ ﾔｽﾋﾛ95

3045 佐藤　朋哉 3:29:43 鶴岡市ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ96

3077 齋藤　勝治 3:30:55 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｶﾂﾊﾙ 西郷走遊会97

3031 阿部　貴大 3:31:11 秋田県ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ホンダカーズ秋田西98

3041 富樫　悠也 3:33:00 秋田県ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾔ99

3108 高橋　徹 3:34:25 山形市ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ100
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子40才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3008 齋藤　雅直 3:48:39 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾏｻﾅｵ101

3051 東海林　峻 3:55:01 鶴岡市ﾄｳｶｲﾘﾝ ｼｭﾝ 日本通運102
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第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般女子40才未満

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3132 佐藤　幸子 2:08:44 鶴岡市ｻﾄｳ ｻﾁｺ さとう整形外科ｸﾘﾆｯｸ1

3001 渡辺　美里 2:12:32 新潟県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻﾄ2

3125 本間　未来 2:14:57 東根市ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ カーブスＭＯＲＩ東根3

3128 渡部　亜希 2:29:56 神奈川県ﾜﾀﾍﾞ ｱｷ4

3127 大類　幸子 2:52:44 山形市ｵｵﾙｲ ｻﾁｺ ＳＭＡＣ5

3129 加藤　史子 3:05:35 鶴岡市ｶﾄｳ ﾌﾐｺ6

3126 小林　郁恵 3:10:51 鶴岡市ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｴ 荘内銀行7

3130 佐藤　郁恵 3:15:06 天童市ｻﾄｳ ｲｸｴ8

3134 八木沢　文子 3:38:39 秋田県ﾔｷﾞｻﾜ ｱﾔｺ9

3136 井上　静 3:41:56 鶴岡市ｲﾉｳｴ ｼｽﾞ10

3133 長南　美咲 3:41:56 東田川郡三川町ﾁｮｳﾅﾝ ﾐｻｷ11
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子40代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3251 久保田　耕 1:58:50 神奈川県ｸﾎﾞﾀ ｺｳ みどりの園1

3294 三浦　誉一 2:03:13 秋田県ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ ﾁｰﾑ土手ﾗﾝ2

3168 今井　正弘 2:06:12 鶴岡市ｲﾏｲ ﾏｻﾋﾛ 庄内教育事務所3

3183 藤川　渡 2:06:52 新潟県ﾌｼﾞｶﾜ ﾜﾀﾙ ブルボン村上4

3152 桜井　宏至 2:07:18 上山市ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾕｷ ＰＣＳＤ5

3145 大類　真嗣 2:07:47 山形市ｵｵﾙｲ ﾏｻﾂｸﾞ ＳＭＡＣ6

3243 本間　隆 2:10:26 尾花沢市ﾎﾝﾏ ﾀｶｼ7

3177 佐藤　修 2:10:54 飽海郡遊佐町ｻﾄｳ ｵｻﾑ チームふじさき8

3193 大瀧　健 2:11:31 鶴岡市ｵｵﾀｷ ｹﾝ 鶴岡第五走友会9

3137 佐藤　高志 2:12:06 飽海郡遊佐町ｻﾄｳ ﾀｶｼ10

3296 土田　慎一 2:12:54 寒河江市ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝｲﾁ つちだ農園11

3181 菅　文広 2:14:15 山形市ｶﾝ ﾌﾐﾋﾛ みつわＴＲＣ12

3291 畑下　洋一郎 2:15:48 神奈川県ﾊﾀｼﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ ＴＭクラブ13

3258 戸田　崇宗 2:15:58 米沢市ﾄﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ Ｔｅａｍ春14

3248 細谷　弘信 2:16:09 寒河江市ﾎｿﾔ ﾋﾛﾉﾌﾞ15

3295 佐藤　敏行 2:16:24 宮城県ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ16

3160 栗田　竜一 2:17:33 山形市ｸﾘﾀ ﾘｭｳｲﾁ チームクリタ17

3261 土田　正行 2:17:59 新潟県ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 太和良18

3287 大森　義一 2:18:08 鶴岡市ｵｵﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ クラブ二輪倶19

3222 荘司　浩一 2:18:38 宮城県ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ ✳注２20

3146 鈴木　卓也 2:19:16 秋田県ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 秋田サブ４会21

3159 佐藤　輝 2:19:18 鶴岡市ｻﾄｳ ｱｷﾗ RUN WIN22

3289 渡部　一志 2:19:52 秋田県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ23

3157 齋藤　卓也 2:20:32 山形市ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 至誠堂総合病院24

3196 阿部　賢一 2:20:46 東田川郡三川町ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 三川激走隊。レッド25

3245 西方　一彦 2:20:53 新潟県ﾆｼｶﾀ ｶｽﾞﾋｺ26

3298 白幡　美知夫 2:21:00 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ﾐﾁｵ27

3202 石井　亘 2:21:02 山形市ｲｼｲ ﾜﾀﾙ28

3240 佐藤　勝彦 2:21:08 宮城県ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 仙台個人タクシー29

3188 今野　広信 2:21:31 東田川郡三川町ｺﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ さくら福祉会30

3217 佐藤　英行 2:22:56 酒田市ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ31

3142 佐々木　大造 2:23:59 宮城県ｻｻｷ ﾀﾞｲｿﾞｳ32

3292 鈴木　剛 2:24:12 酒田市ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ33

3279 菊地　孝弘 2:24:44 東根市ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ34

3179 斉藤　正樹 2:25:35 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ チームなまみそ35

3208 住田　常喜 2:26:33 酒田市ｽﾐﾀﾞ ﾂﾈｷ36

3228 小田切　徹州 2:26:51 山形市ｵﾀｷﾞﾘ ﾃｯｼｭｳ 山形大学小児科37

3169 羽柴　幸輔 2:27:00 東根市ﾊｼﾊﾞ ｺｳｽｹ38

3192 根岸　弘明 2:27:32 栃木県ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｱｷ39

3161 武田　大輔 2:27:36 山形市ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ブルーマーケット40

3266 夏目　保雄 2:28:47 千葉県ﾅﾂﾒ ﾔｽｵ41

3143 阿部　秀和 2:29:21 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 西郷走遊会42

3204 三浦　一高 2:29:37 秋田県ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾀｶ ＡＥＲ43

3218 石郷　一 2:29:40 宮城県ｲｼｺﾞｳ ﾊｼﾞﾒ Ｈａｓｈｉｌｂｅ44

3284 田嶋　裕 2:30:51 山形市ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 山形銀行45

3167 渡邊　慎一 2:31:44 秋田県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ46

3187 斎藤　裕喜 2:31:54 酒田市ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ47

3262 花輪　公雄 2:32:34 山形市ﾊﾅﾜ ｷﾐｵ48

3226 冨樫　渡 2:32:38 山形市ﾄｶﾞｼ ﾜﾀﾙ 冨樫製作所49

3158 鈴木　嘉伸 2:32:51 山形市ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 源川医科器械50
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第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子40代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3270 五十嵐　昌志 2:33:45 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｼ51

3156 松田　崇 2:33:52 酒田市ﾏﾂﾀ ﾀｶｼ コステムＲＣ52

3234 二関　健 2:34:36 寒河江市ﾆｾｷ ﾀｹｼ53

3224 石山　元峰 2:34:37 酒田市ｲｼﾔﾏ ｹﾞﾝﾎﾟｳ MRC54

3175 阿部　強士 2:34:44 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 鶴岡高専55

3276 小鷹　浩一 2:35:13 鶴岡市ｺﾀｶ ｺｳｲﾁ56

3173 岡部　元樹 2:35:52 酒田市ｵｶﾍﾞ ﾓﾄｷ57

3151 五十嵐　敦史 2:36:00 鶴岡市ｲｶﾗｼ ｱﾂｼ チーム大泉58

3182 瀬戸　理右 2:36:16 酒田市ｾﾄ ﾘｭｳ59

3235 齊藤　智也 2:36:32 天童市ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ ゆるラン60

3263 尾形　宏 2:37:10 鶴岡市ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ61

3198 坂本　恵輔 2:37:19 熊本県ｻｶﾓﾄ ｹｲｽｹ62

3147 阿部　雅志 2:38:08 秋田県ｱﾍﾞ ﾏｻｼ63

3308 矢嶋　慎一 2:38:44 酒田市ﾔｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ ﾍﾞｲｼﾃｨR64

3185 佐藤　孝 2:38:50 鶴岡市ｻﾄｳ ｺｳ 西郷走遊会65

3203 中條　力 2:39:40 酒田市ﾅｶｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ66

3283 井上　義広 2:40:17 寒河江市ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ ㈱森谷家具ｾﾝﾀｰ67

3260 伊藤　昭二 2:40:40 鶴岡市ｲﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 伊藤自転車商会68

3163 佐藤　勝彦 2:40:50 秋田県ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ69

3207 加藤　広季 2:40:51 鶴岡市ｶﾄｳ ﾋﾛｷ70

3268 氏家　義信 2:41:06 宮城県ｳｼﾞｲｴ ﾖｼﾉﾌﾞ71

3239 鈴木　勝好 2:41:27 新潟県ｽｽﾞｷ ｶﾂﾖｼ72

3267 神林　充 2:42:00 鶴岡市ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾙ73

3212 須田　健志 2:42:21 酒田市ｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ※注１74

3144 森　貴之 2:42:53 山形市ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ75

3274 福土　裕一 2:43:26 宮城県ﾌｸﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 大崎ＨＣ76

3253 小角　丈晴 2:43:48 寒河江市ｵｽﾞﾐ ﾀｹﾊﾙ ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ山形77

3275 上條　政明 2:44:03 新潟県ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻｱｷ78

3301 佐藤　義男 2:44:33 新潟県ｻﾄｳ ﾖｼｵ タトポン倶楽部79

3229 佐藤　章 2:44:37 酒田市ｻﾄｳ ｱｷﾗ80

3247 小松　隆 2:44:43 山形市ｺﾏﾂ ﾀｶｼ81

3242 石塚　信一 2:44:54 鶴岡市ｲｼﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ スタンレーＪＣ82

3170 伊藤　大介 2:45:09 山形市ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ83

3141 忠鉢　圭吾 2:45:25 鶴岡市ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｹｲｺﾞ 福栄ＯＢ走友会84

3305 石山　毅彦 2:46:40 山形市ｲｼﾔﾏ ﾀｹﾋｺ85

3189 菅原　智和 2:46:47 酒田市ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｶｽﾞ86

3172 野島　正徳 2:47:08 山形市ﾉｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ 読売新聞87

3199 菅原　史博 2:47:44 山形市ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ ラヴィータＲＣ88

3200 山郷　裕史 2:48:10 秋田県ﾔﾏｺﾞｳ ﾋﾛｼ 秋田サブ４会89

3255 星　明男 2:48:50 新潟県ﾎｼ ｱｷｵ90

3166 緒方　正之 2:49:03 秋田県ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾕｷ ＨｏｎｄａＣａｒｓ秋田91

3250 白幡　英樹 2:50:15 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ﾋﾃﾞｷ92

3153 五十嵐　與樹 2:51:20 鶴岡市ｲｶﾗｼ ﾖｼｷ 富士鉱油鶴岡支店93

3154 今野　智洋 2:51:29 鶴岡市ｺﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 湯田川リハビリ病院94

3221 土門　政実 2:51:52 酒田市ﾄﾞﾓﾝ ﾏｻﾐ95

3195 国井　憲志 2:52:26 天童市ｸﾆｲ ｹﾝｼﾞ96

3271 鈴木　徹 2:52:31 酒田市ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ97

3205 中西　智 2:53:35 酒田市ﾅｶﾆｼ ｻﾄｼ98

3206 中野　裕登 2:55:17 山形市ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ99

3209 阿曽　光利 2:55:33 酒田市ｱｿ ﾐﾂﾄｼ 東邦運輸ＲＣ100

Print : 2017/04/24 10:07:01 37 / 48 ページ Official Timer & Result By Finesystem



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
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3293 今井　丈英 2:55:53 東京都ｲﾏｲ ﾀｹﾋﾃﾞ101

3286 中村　和道 2:57:37 酒田市ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐﾁ 天真学園高校空手道部102

3230 田賀　保幸 2:57:54 酒田市ﾀｶﾞ ﾔｽﾕｷ103

3191 柏倉　邦雄 2:58:07 西村山郡大江町ｶｼﾜｸﾞﾗ ｸﾆｵ104

3257 伊藤　正己 2:58:37 鶴岡市ｲﾄｳ ﾏｻﾐ105

3197 佐藤　広也 3:01:08 天童市ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ106

3290 荒井　克司 3:02:23 山形市ｱﾗｲ ｶﾂｼ107

3174 小野　武裕 3:04:16 鶴岡市ｵﾉ ﾀｹﾋﾛ 羽黒走友会108

3178 渡部　勝 3:05:14 新庄市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ109

3282 阿部　祥一 3:05:31 酒田市ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ110

3246 中島　康夫 3:05:33 東京都ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽｵ111

3272 加藤　克明 3:06:24 山形市ｶﾄｳ ｶﾂｱｷ １０８愛走会112

3176 島村　栄慶 3:07:16 酒田市ｼﾏﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ Ｌ・Ｉ・Ｙ113

3232 荒木　秀徳 3:07:28 西村山郡西川町ｱﾗｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＫＳＲ倶楽部114

3211 井上　稔 3:08:02 鶴岡市ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ カロリーハーフ115

3281 三澤　信二 3:10:12 天童市ﾐｻﾜ ｼﾝｼﾞ116

3213 太田　宗徳 3:10:49 埼玉県ｵｵﾀ ﾑﾈﾉﾘ117

3237 鈴木　善文 3:11:23 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾖｼﾌﾐ カロリーハーフ（西郷）118

3309 中島　ノブヤ 3:13:13 宮城県ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾔ119

3256 伊藤　貴士 3:13:36 山形市ｲﾄｳ ﾀｶｼ にょろにょろ120

3150 難波　寛久 3:14:42 神奈川県ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾋｻ てんすぽ！121

3302 宮川　竜 3:14:55 天童市ﾐﾔｶﾜ ﾘｭｳ122

3149 小林　祐史 3:16:01 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ123

3241 佐藤　裕志 3:17:19 西置賜郡飯豊町ｻﾄｳ ﾋﾛｼ Ｃｏｕｒａｇｅ124

3155 黒木　信吾 3:18:42 山形市ｸﾛｷ ｼﾝｺﾞ125

3162 泉田　竜也 3:19:42 新潟県ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾀﾂﾔ126

3265 富樫　武志 3:19:58 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾀｹｼ あつみランニングクラブ127

3186 齋藤　正秀 3:21:38 酒田市ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ チームサンクス128

3231 大江　浩 3:22:06 酒田市ｵｵｴ ﾋﾛｼ129

3277 森田　康晴 3:23:24 上山市ﾓﾘﾀ ﾔｽﾊﾙ 上山市　みゆき会病院130

3252 齋藤　克朗 3:24:59 山形市ｻｲﾄｳ ｶﾂﾛｳ131

3223 佐藤　清張 3:25:24 鶴岡市ｻﾄｳ ｷﾖﾊﾙ 西郷走遊会132

3307 佐野　宏司 3:26:16 秋田県ｻﾉ ｺｳｼﾞ133

3140 渡辺　弘紀 3:28:52 秋田県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ ホンダカーズ秋田西134

3244 斉藤　昌之 3:28:55 山形市ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 山形大学快汗会135

3216 齋藤　能之 3:29:16 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ136

3227 小松　和美 3:33:39 秋田県ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾐ137

3214 加藤　義隆 3:36:06 秋田県ｶﾄｳ ﾖｼﾀｶ チキンクラブ138

3280 成田　淳 3:40:14 鶴岡市ﾅﾘﾀ ｼﾞｭﾝ ホテルテトラ139

3264 安孫子　一重 3:41:00 寒河江市ｱﾋﾞｺ ｶｽﾞｼｹﾞ 個人140

3306 荒　修 3:43:43 鶴岡市ｱﾗ ｵｻﾑ141

3233 高橋　秀元 3:53:49 鶴岡市ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ142

3288 松本　健一 3:57:53 山形市ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｲﾁ143
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出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3315 五十嵐　恵子 2:12:47 東京都ｲｶﾗｼ ｹｲｺ ＳＷＡＣ1

3329 加藤　久美子 2:28:41 鶴岡市ｶﾄｳ ｸﾐｺ2

3335 木島　美喜 2:40:08 山形市ｷｼﾞﾏ ﾐｷ3

3310 奥山　佳子 2:40:26 山形市ｵｸﾔﾏ ｹｲｺ4

3317 長谷川　真子 2:41:02 東京都ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｺ5

3330 吉越　光子 2:44:57 宮城県ﾖｼｺﾞｴ ﾐﾂｺ6

3334 佐藤　朱美 2:46:50 山形市ｻﾄｳ ｱｹﾐ トップロード7

3314 大塲　美輪 2:47:59 飽海郡遊佐町ｵｵﾊﾞ ﾐﾜ8

3336 佐藤　仁順 2:48:35 酒田市ｻﾄｳ ﾚﾝｽﾝ ﾍﾞｲｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰｽﾞ9

3323 鈴木　みのり 3:02:27 天童市ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ10

3338 菊地　澄枝 3:04:06 東根市ｷｸﾁ ｽﾐｴ11

3316 三津田　由起 3:04:16 千葉県ﾐﾂﾀﾞ ﾕｷ 七浦レーシング12

3313 和田　美紀 3:05:24 酒田市ﾜﾀﾞ ﾐｷ13

3312 松橋　亜希 3:07:36 秋田県ﾏﾂﾊｼ ｱｷ14

3322 石川　忍 3:13:54 宮城県ｲｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ15

3331 関谷　友子 3:19:42 新潟県ｾｷﾔ ﾄﾓｺ16

3319 熊川　志津 3:19:48 酒田市ｸﾏｶﾜ ｼｽﾞ17

3318 新関　裕美子 3:23:29 山形市ﾆｲｾﾞｷ ﾕﾐｺ18

3326 伊藤　美知 3:23:56 鶴岡市ｲﾄｳ ﾐﾁ19

3325 三宅　由起子 3:36:54 山形市ﾐﾔｹ ﾕｷｺ20

3311 遠藤　恵美子 3:39:12 秋田県ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾐｺ21

3332 照井　理絵 3:41:35 宮城県ﾃﾙｲ ﾘｴ 梅田川ＲＣ22

3327 松本　恵 3:57:53 山形市ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ23
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出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3398 河野　献 1:56:06 鶴岡市ｶﾜﾉ ｹﾝ 羽黒第一小学校1

3372 安達　誠之 1:59:10 山形市ｱﾀﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ チーム井上2

3349 坂井　正則 2:01:44 鶴岡市ｻｶｲ ﾏｻﾉﾘ 鶴岡市陸協3

3346 相馬　守 2:02:39 東田川郡庄内町ｿｳﾏ ﾏﾓﾙ チーム石勝4

3383 大平　敦郎 2:05:08 鶴岡市ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾛｳ 大平歯科医院5

3360 奥山　重昭 2:07:17 西村山郡西川町ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ NARC6

3379 香曽我部　英明 2:07:53 山形市ｺｳｿｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ7

3418 北澤　厚男 2:08:17 新潟県ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾂｵ あらかわ総走会8

3343 宮﨑　渉 2:09:29 秋田県ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ9

3386 菅　一 2:11:26 秋田県ｽｶﾞ ﾊｼﾞﾒ10

3415 半澤　敏治 2:15:46 天童市ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄｼｼﾞ11

3453 渡辺　修 2:19:51 福島県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ12

3436 梁瀬　吉仁 2:20:42 山形市ﾔﾅｾ ﾖｼﾋﾄ 五日町鍼灸院13

3409 菅原　靖男 2:20:48 山形市ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ14

3413 寺田　明 2:21:12 東京都ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾗ ARJ六郷水門15

3399 佐藤　賢 2:21:48 東田川郡庄内町ｻﾄｳ ｹﾝ あまるめ走ろう会16

3461 伊藤　幸一 2:22:03 秋田県ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 本荘走友の会17

3366 大沼　雅史 2:23:54 宮城県ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ18

3350 山村　聡 2:24:50 鶴岡市ﾔﾏﾑﾗ ｻﾄｼ ＯＫＩ19

3364 渡会　秀幸 2:25:40 宮城県ﾜﾀﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ20

3375 徳岡　亮 2:26:26 米沢市ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ21

3464 黒坂　秀隆 2:27:15 東根市ｸﾛｻｶ ﾋﾃﾞﾀｶ カミーノ22

3435 鈴木　秀隆 2:27:32 山形市ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ チームテルサ23

3417 吉田　和彦 2:28:11 山形市ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 南館ジョガー24

3425 斎藤　昭 2:28:36 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ25

3371 長岡　好之 2:29:21 山形市ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾕｷ トップロード26

3370 高橋　昭一 2:32:35 新庄市ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｲﾁ27

3460 鈴木　寿光 2:32:40 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 母狩ﾗﾝﾅｰｽﾞ28

3351 小関　義則 2:32:49 上山市ｺｾｷ ﾖｼﾉﾘ29

3450 佐藤　孝志 2:33:11 秋田県ｻﾄｳ ﾀｶｼ ダイジョブ30

3401 白幡　静夫 2:35:15 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ｼｽﾞｵ コスモス31

3459 明間　敏晴 2:35:34 新潟県ｱｹﾏ ﾄｼﾊﾙ キリギリス32

3456 本間　厚 2:35:55 鶴岡市ﾎﾝﾏ ｱﾂｼ 鶴岡100KﾏﾗｿﾝASS33

3446 村上　光夫 2:36:24 宮城県ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｵ34

3341 高橋　典之 2:36:31 秋田県ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾕｷ 熱血部35

3368 五十嵐　豊 2:36:54 東京都ｲｶﾗｼ ﾕﾀｶ ＳＷＡＣ36

3443 古田　敏広 2:37:29 新潟県ｺﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ ＴｅａｍＫＯＤＡ37

3421 憲輔　高橋 2:38:16 最上郡最上町ｹﾝｽｹ ﾀｶﾊｼ 白い犬　倶楽部38

3388 佐藤　順一 2:38:46 鶴岡市ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ39

3431 志田　和也 2:39:15 宮城県ｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ＫＤＤＩ40

3465 知野　敦雄 2:39:54 新潟県ﾁﾉ ｱﾂｵ ｻﾝﾄﾗ41

3363 大貫　省悟 2:40:05 宮城県ｵｵﾇｷ ｾｲｺﾞ42

3429 伊藤　和生 2:40:34 宮城県ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 大崎市民病院43

3345 阿部　健 2:41:55 宮城県ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 仙台小林製薬㈱44

3466 桜田　能生 2:42:24 山形市ｻｸﾗﾀﾞ ﾖｼｵ ｶﾞﾗｸﾀｰｽﾞ45

3444 森　光生 2:42:31 東田川郡庄内町ﾓﾘ ﾐﾂｵ 余目ワンゲル46

3354 福原　洋介 2:42:50 千葉県ﾌｸﾊﾗ ﾖｳｽｹ ＴＤＫ47

3402 宇佐美　守 2:43:14 鶴岡市ｳｻﾐ ﾏﾓﾙ48

3427 今野　亨 2:43:20 鶴岡市ｺﾝﾉ ﾄｵﾙ 桧倶楽部49

3356 塩野　知志 2:43:26 山形市ｼｵﾉ ｻﾄｼ50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子50代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3387 小田　悟 2:43:40 酒田市ｵﾀﾞ ｻﾄﾙ51

3347 小野寺　昭仁 2:43:56 酒田市ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾋﾄ 東北エプソン52

3462 北川　隆史 2:44:12 青森県ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ 北川歯科53

3385 荒井　貴 2:44:14 山形市ｱﾗｲ ﾀｶｼ54

3353 岡部　英二 2:45:17 鶴岡市ｵｶﾍﾞ ｴｲｼﾞ 荘内銀行55

3428 岡崎　卓也 2:46:31 山形市ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾔ56

3378 枝松　郁雄 2:46:44 山形市ｴﾀﾞﾏﾂ ｲｸｵ 山形銀行57

3376 片桐　浩二 2:46:52 新庄市ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｼﾞ58

3416 菅原　宏紀 2:46:56 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾉﾘ59

3374 林　和明 2:48:51 新潟県ﾊﾔｼ ｶｽﾞｱｷ 新潟綜合警備保障60

3397 高橋　輝 2:49:16 米沢市ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 山形県司法書士会61

3433 松橋　真幸 2:49:28 秋田県ﾏﾂﾊｼ ﾏｻﾕｷ ﾄﾛﾋﾟｶｰﾅRC62

3404 土井　清吾 2:50:08 鶴岡市ﾄﾞｲ ｾｲｺﾞ63

3369 櫻井　新也 2:50:41 新潟県ｻｸﾗｲ ｼﾝﾔ64

3467 阿部　薫 2:50:57 酒田市ｱﾍﾞ ｶｵﾙ65

3423 武田　宏 2:51:49 新潟県ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾃﾚ･ﾌｫﾚｽﾀｰ66

3373 岩浪　春輝 2:53:03 新潟県ｲﾜﾅﾐ ﾊﾙｷ ね＆ゆうちんず67

3352 高橋　文夫 2:53:06 山形市ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｵ68

3377 金田　清春 2:54:35 山形市ｶﾈﾀﾞ ｷﾖﾊﾙ 霞城ＥＲＣ69

3452 池田　一司 2:54:41 東京都ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ ＪＡＰＥＸ70

3380 長瀞　淳 2:55:14 鶴岡市ﾅｶﾞﾄﾛ ｱﾂｼ71

3392 木内　辰夫 2:55:18 天童市ｷｳﾁ ﾀﾂｵ72

3348 榎本　哲弥 2:55:58 宮城県ｴﾉﾓﾄ ﾃﾂﾔ73

3411 奥山　隆敏 2:56:11 村山市ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 共和ＲＣ74

3451 林　納 2:57:03 宮城県ﾊﾔｼ ｵｻﾒ 仙台明走会75

3445 伊藤　啓明 2:57:34 酒田市ｲﾄｳ ﾐﾁｱｷ76

3361 高橋　知好 2:58:19 山形市ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ チームテルサ77

3449 佐々木　秀樹 2:59:13 酒田市ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ78

3447 日下部　文善 2:59:24 寒河江市ｸｻｶﾍﾞ ﾌﾐﾖｼ79

3394 加藤　幸司 2:59:29 尾花沢市ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 尾花沢市役所80

3437 金子　房吉 3:01:06 福島県ｶﾈｺ ﾌｻｷﾁ 会津美里健走会81

3406 狩谷　浩一 3:02:22 新潟県ｶﾘﾔ ｺｳｲﾁ ﾁｰﾑA・Y82

3410 佐藤　伸一 3:03:08 北海道ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ83

3412 鈴木　勝義 3:04:57 鶴岡市ｽｽﾞｷ ｶﾂﾖｼ 藤島楽しく走り隊84

3438 秋葉　正太郎 3:05:54 山形市ｱｷﾊﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ85

3432 三浦　隆 3:07:05 宮城県ﾐｳﾗ ﾀｶｼ86

3430 佐々木　宏幸 3:07:55 秋田県ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ87

3340 豊田　範幸 3:08:12 秋田県ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾕｷ ジャパン健材88

3434 加藤　孝一 3:08:54 山形市ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ トヨタレンタリース山形89

3420 和泉　正之 3:09:27 秋田県ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾕｷ シャア専用秋田90

3454 尾形　晴人 3:10:37 山形市ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾋﾄ きらやかリース91

3359 五十嵐　博文 3:11:05 鶴岡市ｲｶﾗｼ ﾋﾛﾌﾐ 温海ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ92

3419 芳賀　正明 3:12:30 米沢市ﾊｶﾞ ﾏｻｱｷ93

3414 佐藤　亘 3:13:20 鶴岡市ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ94

3403 佐藤　正人 3:15:24 東京都ｻﾄｳ ﾏｻﾄ95

3362 川村　司 3:16:23 酒田市ｶﾜﾑﾗ ﾂｶｻ96

3339 丸藤　康樹 3:16:37 酒田市ｶﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽｷ まるまるレーシング97

3358 佐藤　竹春 3:17:57 酒田市ｻﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 走ＲＵＮ会98

3442 淡路　定明 3:18:36 岩手県ｱﾜｼﾞ ｻﾀﾞｱｷ99

3408 桜井　毅 3:20:38 鶴岡市ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 個人参加100
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子50代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3367 菅原　洋和 3:21:12 酒田市ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｶｽﾞ101

3390 西川　純一 3:21:31 山形市ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 日本通運102

3463 設楽　健一 3:23:38 山形市ｼﾀﾗ ｹﾝｲﾁ103

3381 長岡　美徳 3:31:27 山形市ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾉﾘ 会社員104

3441 渡辺　孝一 3:35:30 宮城県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ105

3424 吉田　安伸 3:41:00 宮城県ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ わくらん106

3400 小野　正明 3:46:53 新潟県ｵﾉ ﾏｻｱｷ107

3448 藤島　丈 3:55:51 山形市ﾌｼﾞｼﾏ ﾂｶｻ108
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般女子50代

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3489 伊藤　ゆかり 2:28:42 秋田県ｲﾄｳ ﾕｶﾘ 秋田島忠1

3479 五十嵐　のぶ代 2:29:42 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾌﾞﾖ2

3486 本間　千恵 2:33:08 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾁｴ3

3493 高橋　恵理子 2:33:36 酒田市ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ4

3470 小笠原　信子 2:34:37 秋田県ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾌﾞｺ5

3480 太田　瑞世 2:45:26 宮城県ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾖ 仙台明走会6

3476 高橋　紀美枝 2:46:50 山形市ﾀｶﾊｼ ｷﾐｴ チームテルサ7

3482 加藤　圭子 2:49:34 山形市ｶﾄｳ ｹｲｺ8

3481 川辺　昌子 2:49:51 秋田県ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｺ 山人楽師9

3472 丸藤　奈巳 2:53:42 酒田市ｶﾞﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ10

3474 佐藤　尚美 2:54:03 宮城県ｻﾄｳ ﾅｵﾐ11

3478 宮守　恵里 2:55:23 鶴岡市ﾐﾔﾓﾘ ｴﾘ 鶴岡100KM ASSO12

3473 松平　智子 2:56:21 北海道ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｻﾄｺ13

3484 加羽沢　裕子 2:57:48 千葉県ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｺ14

3483 堀　千秋 3:10:53 上山市ﾎﾘ ﾁｱｷ15

3475 宮川　佳子 3:14:56 天童市ﾐﾔｶﾜ ﾖｼｺ16

3468 岡部　陽子 3:15:31 鶴岡市ｵｶﾍﾞ ﾖｳｺ17

3492 藤島　佳世 3:17:09 山形市ﾌｼﾞｼﾏ ｶﾖ18

3469 石山　千鶴子 3:19:23 山形市ｲｼﾔﾏ ﾁﾂﾞｺ チームテルサ19

3490 田畑　聡子 3:20:21 福岡県ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄｺ20

3471 高木　由美子 3:45:59 天童市ﾀｶｷﾞ ﾕﾐｺ21

3477 大塚　香織 3:51:51 宮城県ｵｵﾂｶ ｶｵﾘ 仙台ＲＣ22
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子60才以上

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3551 武田　裕 2:17:34 宮城県ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ1

3523 髙山　政男 2:17:57 鶴岡市ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｵ2

3545 佐々木　千代志 2:21:10 宮城県ｻｻｷ ﾁﾖｼ 松島歓走会3

3534 大塚　日出男 2:22:16 新潟県ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｵ 普門会館4

3521 丹野　弘晃 2:33:20 青森県ﾀﾝﾉ ﾋﾛｱｷ 十和田市立中央病院5

3535 五十嵐　経一 2:33:43 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｷｮｳｲﾁ6

3563 小野　仁 2:34:03 酒田市ｵﾉ ﾋﾄｼ7

3538 井上　定一 2:34:58 鶴岡市ｲﾉｳｴ ｻﾀﾞｶｽﾞ クラブ二輪俱8

3522 粕谷　修次 2:36:09 鶴岡市ｶｽﾔ ｼｭｳｼﾞ9

3578 髙橋　進 2:37:28 酒田市ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ ﾍﾞｲｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰｽﾞ10

3524 森谷　豊 2:38:13 山形市ﾓﾘﾔ ﾕﾀｶ ラヴィータＲＣ11

3525 菅原　重明 2:40:59 酒田市ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞｱｷ12

3516 水島　岩夫 2:42:14 新潟県ﾐｽﾞｼﾏ ｲﾜｵ 岩船走友会13

3539 松本　信一 2:44:58 栃木県ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 茂木町14

3496 藤村　正男 2:45:13 岩手県ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ15

3530 桝川　満 2:45:14 酒田市ﾏｽｶﾜ ﾐﾂﾙ16

3561 小林　誠一 2:45:45 寒河江市ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ17

3519 石川　忠春 2:46:04 酒田市ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞﾊﾙ18

3512 江良　謙次 2:47:05 山形市ｴﾗ ｹﾝｼﾞ 江良歯科医院19

3537 今井　信行 2:47:08 酒田市ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ20

3573 大沼　眞而 2:48:31 南陽市ｵｵﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 南陽走ろう会21

3515 土田　達朗 2:49:46 東村山郡中山町ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ22

3503 細谷　道雄 2:49:49 山形市ﾎｿﾔ ﾐﾁｵ 山形日産23

3559 五十嵐　竹雄 2:50:18 秋田県ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｵ24

3576 金子　一郎 2:52:08 新潟県ｶﾈｺ ｲﾁﾛｳ25

3542 畠山　達也 2:52:43 飽海郡遊佐町ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ ゆざﾍﾞｲｼﾃｨｰR26

3531 佐藤　均 2:54:52 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾄｼ27

3577 菊地　光男 2:55:45 鶴岡市ｷｸﾁ ﾐﾂｵ28

3546 矢作　良一 2:55:59 天童市ﾔﾊｷﾞ ﾘｮｳｲﾁ29

3495 佐藤　研二 2:58:06 酒田市ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ ベイシティ30

3498 菅井　豊 2:59:36 宮城県ｽｶﾞｲ ﾕｶﾀ シーズ杜の都31

3541 鈴木　隆 2:59:45 山形市ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ32

3544 齋藤　猛 3:01:18 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ33

3567 山本　信雄 3:02:05 宮城県ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ ヤマサソフト34

3502 佐竹　弘雄 3:02:12 山形市ｻﾀｹ ﾋﾛｵ 佐竹電気35

3557 菅野　賢治 3:02:17 宮城県ｶﾝﾉ ｹﾝｼﾞ36

3520 佐藤　弘一 3:02:30 山形市ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 山形税務署37

3514 渡部　玉喜 3:02:35 鶴岡市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ38

3517 清和　守 3:03:32 宮城県ｾｲﾜ ﾏﾓﾙ39

3562 佐藤　好男 3:03:36 天童市ｻﾄｳ ﾖｼｵ 天童走遊会　40

3509 高内　博 3:06:53 山形市ﾀｶｳﾁ ﾋﾛｼ 霞城ＥＲＣ41

3580 岩田　輝昭 3:07:33 山形市ｲﾜﾀ ﾃﾙｱｷ 霞城ＥＲＣ42

3579 井川　勇 3:09:05 秋田県ｲｶﾜ ｲｻﾑ43

3533 林　康夫 3:09:20 秋田県ﾊﾔｼ ﾔｽｵ44

3568 伊藤　信好 3:10:44 酒田市ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ ﾍﾞｲｼﾃｨ45

3581 田口　正 3:11:18 秋田県ﾀｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ46

3548 長岡　義弘 3:12:18 西村山郡大江町ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾋﾛ47

3571 中沢　保一 3:15:03 酒田市ﾅｶｻﾞﾜ ﾔｽｶｽﾞ48

3510 佐藤　弘矢 3:15:06 山形市ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ ﾁｰﾑﾃﾙｻ49

3526 阿部　忠司 3:15:47 神奈川県ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ50
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般男子60才以上

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3547 佐藤　宗博 3:16:25 宮城県ｻﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ51

3550 田中　吉孝 3:17:38 山形市ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ52

3504 小島　憲和 3:18:22 神奈川県ｺｼﾞﾏ ﾉﾘｶｽﾞ ＹＭＣ４８53

3566 堀　隆 3:19:16 酒田市ﾎﾘ ﾀｶｼ54

3553 高田　芳夫 3:20:25 新潟県ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｵ きりぎりす55

3575 得田　攻 3:20:38 山形市ﾄｸﾀﾞ ｵｻﾑ ラ・ヴィータ56

3508 五十嵐　弘義 3:25:34 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾖｼ57

3527 鎚谷　孝志 3:26:47 鶴岡市ﾂﾁﾔ ﾀｶｼ 藤島楽しく走り隊58

3572 菅原　専三 3:27:34 秋田県ｽｶﾞﾜﾗ ｾﾝｿﾞｳ59

3507 阿部　秀志 3:29:06 酒田市ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｼ60

3536 真宮　光彦 3:29:41 秋田県ﾏﾐﾔ ﾐﾂﾋｺ チキンクラブ61

3582 田澤　武 3:34:06 新潟県ﾀｻﾞﾜ ﾀｹｼ62

3564 西村　誠 3:35:19 酒田市ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 世界楽走会63

3558 山川　紳一 3:42:15 山形市ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁ64

3556 笹原　裕 3:45:49 山形市ｻｻﾊﾗ ﾋﾛｼ ラ・ヴィータＲＣ65

3540 信田　俊郎 3:47:47 新潟県ｼﾀﾞ ﾄｼﾛｳ66

3552 鈴木　政治 3:54:34 天童市ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ はるちゃんRC67

3528 後藤　晴夫 3:55:01 酒田市ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｵ 日本通運68

3500 相沢　優 3:55:15 宮城県ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾙ ＳＺＰ69
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) ジャイアントコース　一般女子60才以上

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

3589 秋田　秀子 2:32:00 秋田県ｱｷﾀ ﾋﾃﾞｺ1

3587 菅野　まさえ 2:41:51 宮城県ｶﾝﾉ ﾏｻｴ 南仙台走友会2

3584 佐藤　幸子 3:11:39 秋田県ｻﾄｳ ｻﾁｺ 秋田県厚生連3

3586 大谷　加代子 3:15:53 山形市ｵｵﾀﾆ ｶﾖｺ4

3585 岸　さき子 3:22:25 栃木県ｷｼ ｻｷｺ 鳥世志5

3588 阿部　明美 3:22:43 天童市ｱﾍﾞ ｱｹﾐ6

3583 笹原　裕子 3:45:21 山形市ｻｻﾊﾗ ﾋﾛｺ ラ・ヴィータＲＣ7
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) あかかぶコース　一般男子70才以上

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

1570 高杉　昭吾 0:47:35 青森県ﾀｶｽｷﾞ ｼｮｳｺﾞ1

1568 藤木　明政 0:54:21 千葉県ﾌｼﾞｷ ｱｷﾏｻ 天台走友会2

1566 芳賀　欣一 0:54:38 酒田市ﾊｶﾞ ｷﾝｲﾁ ベイシテイＲ3

1576 関口　俊邦 0:56:48 山形市ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｸﾆ 三人会4

1578 溝江　吉眞 0:57:38 青森県ﾐｿﾞｴ ﾖｼﾀﾀﾞ 浪岡走友会5

1573 小田　一宇 0:58:14 新潟県ｵﾀﾞ ｲﾁｳ6

1572 株木　秀碩 0:59:09 鶴岡市ｶﾌﾞｷ ﾋﾃﾞﾋﾛ つくば走ろう会7

1571 鎌田　金男 1:01:56 秋田県ｶﾏﾀﾞ ｶﾈｵ8

1567 長谷川　正 1:02:22 新潟県ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ9

1577 有馬　勇一 1:05:42 青森県ｱﾘﾏ ﾕｳｲﾁ ｶｰｽｰﾊﾟｰ10

1574 片桐　宏 1:06:26 新潟県ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛｼ11

1575 小倉　兪吉 1:06:58 酒田市ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾁ ＴＤＴ　ＯＢ12

1569 平野　幹雄 1:07:39 新潟県ﾋﾗﾉ ﾐｷｵ 信濃川走友会13

1579 竹内　賢 1:09:00 秋田県ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ 象潟芭蕉ｸﾗﾌﾞ14
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ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第32回温海さくらマラソン
 2017/04/23(日) つぼみコース　オープン参加

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

246 岩浪　茜 0:16:49 新潟県ｲﾜﾅﾐ ｱｶﾈ ね&ゆうちんず1
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