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第31回温海さくらマラソン  平成28年4月17日（日）

 さくらコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

500 後藤　拓馬 0:15:141 鶴岡市ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 世界の一味1

699 兜森　忠道 0:16:302 秋田県ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾀﾀﾞﾐﾁ みずきゆうきﾊﾟﾊﾟ1

570 佐藤　悠太 0:17:043 鶴岡市ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 酒田南高校(予定)1

516 荒木　優希 0:17:114 西村山郡河北町ｱﾗｷ ﾕｳｷ ETｼﾞｭﾆｱ1

574 平　創 0:17:225 鶴岡市ﾀｲﾗ ｿｳ 鶴岡南高校2

592 阿部　航 0:17:296 東田川郡庄内町ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙ3

569 五十嵐　匠 0:17:337 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ4

657 菅原　孝幸 0:17:348 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 黄金駅伝･世界の一味代表2

575 梅木　亮 0:17:409 鶴岡市ｳﾒｷ ﾘｮｳ5

501 須貝　美齢 0:17:4210 鶴岡市ｽｶﾞｲ ﾐﾚｲ 鶴岡南高校1

635 小関　孝幸 0:17:4611 鶴岡市ｺｾｷ ﾀｶﾕｷ 朝暘第一小学校3

581 佐藤　航輝 0:17:5312 鶴岡市ｻﾄｳ ｺｳｷ 元公益大長距離部6

538 瀨尾　嶺介 0:17:5413 鶴岡市ｾｵ ﾘｮｳｽｹ 鶴岡四中2

783 金子　茂 0:18:0914 山形市ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ 西村山陸協1

517 増子　凌典 0:18:1215 鶴岡市ﾏｽｺ ﾘｮｳｽｹ 鶴岡四中陸上部3

591 菅原　隼希 0:18:2116 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｷ JA鶴岡7

718 高砂　晃 0:18:2117 寒河江市ﾀｶｻｺﾞ ｱｷﾗ 寒河江西村山JAC2

600 五十嵐　徳子 0:18:2418 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ 鶴岡北高校2

627 佐藤　一 0:18:2519 鶴岡市ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 上郷体協4

697 小野　武裕 0:18:3320 鶴岡市ｵﾉ ﾀｹﾋﾛ 羽黒走友会3

571 真坂　龍平 0:18:4021 鶴岡市ﾏｻｶ ﾘｭｳﾍｲ 鶴岡東高校8

530 五十嵐　優斗 0:18:4022 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ 鶴岡第四中学校4

558 伊藤　望愛 0:18:4123 鶴岡市ｲﾄｳ ﾉｱ 鶴岡一中1

626 土岐　正史 0:18:4224 鶴岡市ﾄｷ ﾏｻｼ5

649 増子　康典 0:18:4425 鶴岡市ﾏｽｺ ﾔｽﾉﾘ6

510 佐藤　伶音 0:18:4926 寒河江市ｻﾄｳ ﾚｵ5

548 長谷川　砂奈 0:18:5027 鶴岡市ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ2

639 野坂　信一郎 0:18:5628 鶴岡市ﾉｻｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 鶴岡第五走友会7

714 江口　正幸 0:18:5629 鶴岡市ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 中屋ﾚｰｼﾝｸﾞ4

597 庄司　雅花 0:18:5930 酒田市ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ3

509 兵田　楓 0:19:0531 酒田市ﾋｮｳﾀ ｶｴﾃﾞ 東部中学校6

547 髙橋　華瑠亜 0:19:0632 寒河江市ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ ETｼﾞｭﾆｱ3

567 阿部　奨 0:19:0933 鶴岡市ｱﾍﾞ ｼｮｳ9

505 木村　快斗 0:19:1134 寒河江市ｷﾑﾗ ｶｲﾄ7

513 真坂　昌平 0:19:1235 鶴岡市ﾏｻｶ ｼｮｳﾍｲ 鶴岡二中陸上部8

775 松田　雄二 0:19:1236 山形市ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 西田RC2

650 菅原　真樹 0:19:1437 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ いつき走ろう会8

644 齋藤　元 0:19:1638 酒田市ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ9

518 高城　圭一郎 0:19:2139 鶴岡市ﾀｶｷﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 鶴岡第二中学校9

786 佐藤　健 0:19:2540 酒田市ｻﾄｳ ｹﾝ SA☆AC3

980 阿部　賢一 0:19:2641 東田川郡ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 三川激走隊5

572 高城　竜太郎 0:19:3742 鶴岡市ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鶴岡持久走ｸﾗﾌﾞ10

633 佐藤　久 0:19:4643 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋｻｼ10

561 五十嵐　紅音 0:19:4844 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ 鶴岡第四中学校4

559 加藤　恋 0:19:4945 鶴岡市ｶﾄｳ ﾚﾝ 鶴岡五中学校5

710 佐藤　美津良 0:19:5746 鶴岡市ｻﾄｳ ﾐﾂﾖｼ 上郷駅伝6

651 五十嵐　和也 0:20:0147 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾔ 第1学区駅伝11

709 佐藤　幸樹 0:20:0248 秋田県ｻﾄｳ ｺｳｷ7

521 坂本　翔唯 0:20:0449 鶴岡市ｻｶﾓﾄ ｶｲﾄ10

624 伊藤　大地 0:20:1050 鶴岡市ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ12
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529 成冨　一吹 0:20:1551 鶴岡市ﾅﾘﾄﾐ ｲﾌﾞｷ11

701 小林　亨 0:20:1552 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ ｼﾝｸﾛﾝ ﾏﾗｿﾝ部8

586 浅藤　優典 0:20:1553 酒田市ｱｻﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ11

562 土岐　心夏 0:20:1754 鶴岡市ﾄｷ ｺｺﾅ 鶴岡一中6

648 佐藤　保 0:20:2855 鶴岡市ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ13

556 中林　茉優 0:20:3056 秋田県ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾛ7

531 白幡　駿斗 0:20:3557 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ﾊﾔﾄ ﾁｰﾑ大泉12

532 吉住　興太 0:20:3558 鶴岡市ﾖｼｽﾞﾐ ｺｳﾀ ﾁｰﾑ大泉13

537 佐藤　立誠 0:20:3759 鶴岡市ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 秘密ｸﾗﾌﾞ14

564 高砂　文音 0:20:4160 寒河江市ﾀｶｻｺﾞ ｱﾔﾈ 陵東中学校8

588 佐藤　駿行 0:20:4261 東京都ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ12

508 秋野　洸星 0:20:4362 鶴岡市ｱｷﾉ ｺｳｾｲ15

703 阿曽　光利 0:20:4363 酒田市ｱｿ ﾐﾂﾄｼ 東邦運輸9

568 梅木　尚 0:20:4964 鶴岡市ｳﾒｷ ﾅｵ13

628 成沢　秀之 0:20:5065 鶴岡市ﾅﾘｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ14

576 加藤　健太 0:20:5166 鶴岡市ｶﾄｳ ｹﾝﾀ ﾁｰﾑ大泉14

982 小鷹　健一郎 0:20:5867 酒田市ｺﾀｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ ﾘﾄﾙﾎｰｸRC10

814 佐藤　栄悦 0:21:0368 山形市ｻﾄｳ ｴｲｴﾂ 金井走ろう会1

691 中山　哲也 0:21:0569 新潟県ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾔ 大須戸らんﾗﾝ倶楽部11

638 佐藤　克美 0:21:0770 鶴岡市ｻﾄｳ ｶﾂﾖｼ 秘密ｸﾗﾌﾞ15

698 兵田　斉 0:21:1971 酒田市ﾋｮｳﾀ ﾋﾄｼ 平田陸上教室12

818 佐藤　敬一 0:21:2272 新潟県ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ2

550 蝦名　悠希 0:21:2373 寒河江市ｴﾋﾞﾅ ﾕｳｷ 寒河江市立陵東中学校9

712 田中　寿夫 0:21:2674 鶴岡市ﾀﾅｶ ﾄｼｵ13

625 皆川　明夫 0:21:2775 鶴岡市ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷｵ 皆川ｽﾎﾟｰﾂ16

827 阿部　栄治 0:21:3176 山形市ｱﾍﾞ ｴｲｼﾞ3

583 中村　和貴 0:21:3377 山形市ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 山形大学15

534 佐藤　一真 0:21:3378 鶴岡市ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ あつみﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ16

619 相田　匡則 0:21:4179 酒田市ｱｲﾀ ﾏｻﾉﾘ JR新潟17

577 奥谷　和朗 0:21:4380 山形市ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞｱｷ 山形大学16

593 野尻　丈道 0:21:4381 鶴岡市ﾉｼﾞﾘ ﾀｹﾐﾁ17

595 中村　紗也 0:21:5082 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ｻﾔ4

502 長倉　歩志 0:21:5183 最上郡金山町ﾅｶﾞｸﾗ ﾕｳｼ17

506 石田　帆嵩 0:21:5184 鶴岡市ｲｼﾀﾞ ﾎﾀｶ 鶴岡第二中学校18

520 佐藤　颯人 0:21:5385 鶴岡市ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 鶴岡二中19

557 佐藤　花 0:21:5686 鶴岡市ｻﾄｳ ﾊﾅ 鶴岡第二中学校10

700 斎藤　裕喜 0:21:5687 酒田市ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ14

503 中山　歩夢 0:21:5888 新潟県ﾅｶﾔﾏ ｱﾕﾑ 朝日中学校20

702 石田　英希 0:22:0289 鶴岡市ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 鶴岡第五走友会15

829 今野　幸二 0:22:0790 酒田市ｺﾝﾉ ｺｳｼﾞ4

560 秋場　菜 0:22:0991 鶴岡市ｱｷﾊﾞ ﾅﾅ 鶴岡第二中学校11

523 富樫　拓 0:22:1592 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾀｸ21

549 白岩　萌加 0:22:1993 秋田県ｼﾗｲﾜ ﾓｴｶ12

725 浅藤　昌伸 0:22:2394 酒田市ｱｻﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ16

987 佐藤　隆司 0:22:4695 酒田市ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ THE WIDE17

519 本間　航 0:22:4896 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ 温海中学校22

596 鈴木　桃 0:22:4997 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾓﾓ5

692 阿部　隆 0:22:5398 酒田市ｱﾍﾞ ﾀｶｼ18

983 阿部　貴央 0:22:5699 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾀｶｵ ﾂﾙｵｶTRC19

566 須田　有花 0:22:58100 鶴岡市ｽﾀﾞ ﾕｳｶ13
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順

787 田村　孝一 0:23:06101 山形市ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ ﾁｰﾑﾀﾑ4

820 吉岡　修二 0:23:06102 秋田県ﾖｼｵｶ ｼｭｳｼﾞ Takbo.J5

781 伊藤　正則 0:23:08103 鶴岡市ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ﾁｰﾑ ｻﾝｷｭｰ395

511 加藤　匠悟 0:23:10104 鶴岡市ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ23

780 梅津　亮一 0:23:10105 鶴岡市ｳﾒﾂ ﾘｮｳｲﾁ 持久走ｸﾗﾌﾞ6

696 加藤　嘉隆 0:23:13106 鶴岡市ｶﾄｳ ﾖｼﾀｶ20

724 齋藤　英雄 0:23:15107 神奈川県ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ21

540 五十嵐　大陽 0:23:16108 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲﾖｳ あつみﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ24

573 嶋貫　海斗 0:23:16109 山形市ｼﾏﾇｷ ｶｲﾄ 山形養護学校18

535 藤谷　日向 0:23:19110 鶴岡市ﾌｼﾞﾔ ﾋｭｳｶﾞ25

504 中山　奏翔 0:23:19111 新潟県ﾅｶﾔﾏ ｶﾅﾄ 朝日中学校26

777 小林　憲人 0:23:20112 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾄ7

819 三浦　和弥 0:23:20113 鶴岡市ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾔ6

732 阿部　美紀 0:23:22114 酒田市ｱﾍﾞ ﾐｷ1

507 上野　海斗 0:23:23115 鶴岡市ｳｴﾉ ｶｲﾄ27

563 佐藤　洸佳 0:23:26116 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾛｶ あつみﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ14

755 星川　朋子 0:23:32117 酒田市ﾎｼｶﾜ ﾄﾓｺ2

801 小泉　菜生子 0:23:34118 酒田市ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｺ ﾑｻｼ1

553 堀井　美月 0:23:39119 鶴岡市ﾎﾘｲ ﾐﾂﾞｷ 鶴岡第二中学校15

555 野口　佳那 0:23:39120 鶴岡市ﾉｸﾞﾁ ｶﾅ 鶴岡第二中学校16

722 菊地　英樹 0:23:46121 鶴岡市ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｷ22

544 鈴木　紗和 0:23:47122 西村山郡大江町ｽｽﾞｷ ｻﾜ 大江中学校17

554 白岩　優凪 0:23:47123 寒河江市ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾅ ETｼﾞｭﾆｱ18

824 橋本　一政 0:23:48124 山形市ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ7

515 黒田　澪 0:24:09125 東田川郡三川町ｸﾛﾀﾞ ﾚｲ 三川中28

727 鈴木　美友紀 0:24:13126 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ3

634 齋藤　行成 0:24:19127 飽海郡遊佐町ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ 出羽自動車教習所18

656 小久保　正樹 0:24:19128 飽海郡遊佐町ｺｸﾎﾞ ﾏｻｷ19

720 佐竹　俊一 0:24:21129 鶴岡市ｻﾀｹ ｼｭﾝｲﾁ ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ酒田店23

599 石井　奏衣 0:24:31130 西置賜郡小国町ｲｼｲ ｶﾅｴ 鶴岡高専6

584 石栗　雅之 0:24:32131 鶴岡市ｲｼｸﾞﾘ ﾏｻﾕｷ 丸善陸上部19

580 皆川　一成 0:24:35132 東田川郡庄内町ﾐﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾅﾘ ｱﾗｲﾄﾞﾃｯｸ20

514 大川　幸多 0:24:40133 東田川郡三川町ｵｵｶﾜ ｺｳﾀ 三川中29

693 佐藤　善彦 0:24:41134 鶴岡市ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ 鉄人二升八合24

594 佐藤　翼 0:24:42135 鶴岡市ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ21

694 長谷川　敏夫 0:24:42136 鶴岡市ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ25

589 永谷　圭 0:24:43137 山形市ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲ 山形大学22

536 佐藤　康平 0:24:46138 鶴岡市ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 温海中学校30

601 小河原　瑞季 0:24:51139 山形市ｵｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 山形大学7

737 加藤　史津 0:24:58140 鶴岡市ｶﾄｳ ｼﾂﾞ4

844 鈴木　信子 0:24:59141 新潟県ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ1

631 榎本　典義 0:25:01142 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘﾖｼ ﾁｰﾑ榎本20

527 飯田　夢叶 0:25:04143 鶴岡市ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ31

803 高橋　啓子 0:25:14144 酒田市ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ2

632 佐藤　貴司 0:25:15145 鶴岡市ｻﾄｳ ﾀｶｼ REDZONE21

620 冨樫　久玄 0:25:18146 酒田市ﾄｶﾞｼ ﾋｻﾉﾘ22

598 榎本　芽衣 0:25:20147 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ﾒｲ8

731 加藤　しげみ 0:25:21148 鶴岡市ｶﾄｳ ｼｹﾞﾐ5

739 阿部　みゆき 0:25:24149 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ 藤島楽しく走り隊6

551 星川　桃子 0:25:29150 酒田市ﾎｼｶﾜ ﾓﾓｺ19
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645 佐藤　朋和 0:25:31151 東田川郡庄内町ｻﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ23

988 田林　泰行 0:25:32152 鶴岡市ﾀﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ24

825 山川　紳一 0:25:37153 山形市ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁ8

640 柳沢　弘一 0:25:45154 酒田市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｶｽﾞ25

843 渡辺　七子 0:25:52155 新潟県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｺ2

851 五十嵐　祥子 0:25:54156 東村山郡山辺町ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｺ3

744 佐藤　里美 0:25:56157 酒田市ｻﾄｳ ｻﾄﾐ7

816 木須　三雄 0:25:58158 鶴岡市ｷｽ ﾐﾂｵ9

778 柏倉　裕行 0:26:07159 酒田市ｶｼｸﾗ ﾋﾛﾕｷ8

838 黒田　哲夫 0:26:09160 東田川郡三川町ｸﾛﾀﾞ ﾃﾂｵ 藤島楽しく走り隊10

730 木村　知花 0:26:11161 鶴岡市ｷﾑﾗ ﾁｶ8

545 阿部　名津子 0:26:15162 酒田市ｱﾍﾞ ﾅﾂｺ20

539 粕谷　優希 0:26:15163 鶴岡市ｶｽﾔ ﾕｳｷ 温海中学校32

641 佐藤　正朋 0:26:26164 鶴岡市ｻﾄｳ ﾏｻﾄﾓ 丸善陸上部26

590 寒河江　亮 0:26:27165 鶴岡市ｻｶﾞｴ ﾘｮｳ23

749 瀨尾　幸 0:26:34166 鶴岡市ｾｵ ｺｳ9

813 長岡　毅 0:26:37167 山形市ﾅｶﾞｵｶ ﾀｹｼ ｿﾚｲﾕ美筋ﾗﾝﾅｰｽﾞ11

826 鈴木　厚志 0:26:41168 鶴岡市ｽｽﾞｷ ｺｳｼ12

745 齋藤　恵利子 0:26:42169 神奈川県ｻｲﾄｳ ｴﾘｺ 産育会堀病院10

833 佐藤　明夫 0:26:53170 新潟県ｻﾄｳ ｱｷｵ ﾋﾞｽﾄﾛ駅舎13

673 佐藤　咲子 0:26:53171 鶴岡市ｻﾄｳ ｻｷｺ1

772 岩崎　幸次郎 0:27:17172 鶴岡市ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞﾛｳ 藤島楽しく走り隊9

719 成田　芳勝 0:27:18173 鶴岡市ﾅﾘﾀ ﾖｼｶﾂ くしびき走友会26

690 吉永　円香 0:27:27174 鶴岡市ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大宝幼稚園陸上部2

782 本間　佐一郎 0:27:28175 鶴岡市ﾎﾝﾏ ｻｲﾁﾛｳ10

776 齋藤　勉 0:27:29176 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ11

667 秋山　エリカ 0:27:29177 鶴岡市ｱｷﾔﾏ ｴﾘｶ3

610 角屋　友加里 0:27:30178 鶴岡市ｶｸﾔ ﾕｶﾘ 大宝幼稚園陸上部9

607 成田　春菜 0:27:34179 鶴岡市ﾅﾘﾀ ﾊﾙﾅ10

845 竹島　由美子 0:27:35180 秋田県ﾀｹｼﾏ ﾕﾐｺ4

748 成澤　祐子 0:27:38181 鶴岡市ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｺ 藤島楽しく走り隊11

524 遠藤　浩一郎 0:27:40182 鶴岡市ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ33

791 近野　信幸 0:27:41183 鶴岡市ｺﾝﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ12

642 五十嵐　悟 0:27:43184 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄﾙ 金丸ｸﾗﾌﾞ27

528 阿部　玄汰 0:27:43185 鶴岡市ｱﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ34

565 成田　伊桜奈 0:27:48186 鶴岡市ﾅﾘﾀ ｲｯｻ21

655 成田　更生 0:27:49187 鶴岡市ﾅﾘﾀ ｺｳｾｲ28

793 小幡　正則 0:27:51188 秋田県ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ13

792 安達　秀明 0:27:55189 東村山郡山辺町ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ14

733 阿部　さなえ 0:27:57190 東田川郡三川町ｱﾍﾞ ｻﾅｴ12

840 関口　俊邦 0:27:57191 山形市ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｸﾆ 三人会14

661 高橋　紗耶香 0:27:59192 酒田市ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ4

773 岡部　啓介 0:27:59193 酒田市ｵｶﾍﾞ ｹｲｽｹ RUN215

669 森川　友江 0:28:13194 秋田県ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｴ 走風水流5

854 長谷川　洋子 0:28:15195 新潟県ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｺ 越後姫5

706 難波　義隆 0:28:16196 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼﾀｶ27

790 大場　保俊 0:28:16197 天童市ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾄｼ16

735 高山　祐子 0:28:17198 酒田市ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｺ13

715 斎藤　哲也 0:28:36199 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ28

653 遠藤　学 0:28:42200 酒田市ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ29
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806 梁瀬　晶子 0:28:45201 山形市ﾔﾅｾ ｱｷｺ 五日町鍼灸院3

643 熊田　晃久 0:28:47202 鶴岡市ｸﾏﾀ ﾃﾙﾋｻ はらぺこくまごろう30

543 熊田　凪紗 0:28:47203 鶴岡市ｸﾏﾀ ﾅｷﾞｻ はらぺこくまごろう22

794 芦野　美紀子 0:28:50204 鶴岡市ｱｼﾉ ﾐｷｺ4

613 ＷＹＮＮＥ　ＬＩＳＡ 0:28:51205 山形市ｳｲﾝ ﾘｻ 山形県立山形北高等学校11

606 伊藤　理沙 0:28:52206 秋田県ｲﾄｳ ﾘｻ 株式会社ｼｰｴﾌｼｰ12

766 五十嵐　孝子 0:29:01207 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｺ14

812 寒河江　恵子 0:29:04208 東村山郡山辺町ｻｶﾞｴ ｹｲｺ5

603 佐々木　彩香 0:29:05209 鶴岡市ｻｻｷ ｱﾔｶ13

604 櫻井　美侑 0:29:05210 鶴岡市ｻｸﾗｲ ﾐﾕｳ14

831 斎藤　豊司 0:29:06211 酒田市ｻｲﾄｳ ﾄﾖｼ15

622 相庭　和也 0:29:17212 酒田市ｱｲﾊﾞ ｶｽﾞﾔ31

671 工藤　美里 0:29:26213 酒田市ｸﾄﾞｳ ﾐｻﾄ 美容室ｱｹﾞｲﾝ6

764 齋藤　美智子 0:29:27214 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ さくらが丘15

751 富樫　奈美 0:29:27215 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾅﾐ16

663 柳沢　佑美 0:29:27216 鶴岡市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾐ7

830 奥井　良幸 0:29:29217 鶴岡市ｵｸｲ ﾖｼﾕｷ16

985 岸田　伸 0:29:32218 愛媛県ｷｼﾀﾞ ｼﾝ17

614 日向　絵菜 0:29:38219 鶴岡市ﾋﾅﾀ ｴﾅ15

665 関谷　佳菜子 0:29:43220 鶴岡市ｾｷﾔ ｶﾅｺ 丸善陸上部8

835 工藤　富士夫 0:29:43221 秋田県ｸﾄﾞｳ ﾌｼﾞｵ 秋田ﾏﾗﾄﾝ会18

789 本田　裕二 0:29:44222 鶴岡市ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 鶴岡持久歩中央17

686 佐藤　幸恵 0:29:45223 鶴岡市ｻﾄｳ ﾕｷｴ9

850 齋藤　幸子 0:29:48224 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｻﾁｺ 金屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ6

855 斎藤　レイ子 0:29:51225 秋田県ｻｲﾄｳ ﾚｲｺ7

746 樋口　みつ子 0:29:52226 山形市ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｺ 美筋ﾗﾝﾅｰｽﾞ17

800 阿部　いづみ 0:29:59227 飽海郡遊佐町ｱﾍﾞ ｲﾂﾞﾐ6

618 山口　博子 0:30:01228 南陽市ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｺ16

785 大貫　利文 0:30:02229 鶴岡市ｵｵﾇｷ ﾄｼﾌﾐ18

611 菊地　愛美 0:30:06230 秋田県ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ17

809 長岡　純子 0:30:07231 山形市ﾅｶﾞｵｶ ｼﾞｭﾝｺ ｿﾚｲﾕ美筋ﾗﾝﾅｰｽﾞ7

681 佐藤　睦美 0:30:12232 酒田市ｻﾄｳ ﾑﾂﾐ10

847 米塚　るり子 0:30:18233 秋田県ﾖﾈﾂﾞｶ ﾙﾘｺ8

802 五十嵐　えみ 0:30:20234 鶴岡市ｲｶﾗｼ ｴﾐ 金屋ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ8

752 宇佐美　笑子 0:30:24235 秋田県ｳｻﾐ ｼｮｳｺ18

637 武田　豊 0:30:26236 天童市ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ32

986 阿部　瞳 0:30:28237 飽海郡遊ｱﾍﾞ ﾋﾄﾐ19

660 佐藤　未来 0:30:32238 鶴岡市ｻﾄｳ ﾐｸ11

578 齋藤　真世 0:30:34239 酒田市ｻｲﾄｳ ﾏﾖ ｺｽﾃﾑRC24

984 佐藤　佐津子 0:30:57240 鶴岡市ｻﾄｳ ｻﾂｺ9

828 大築　満夫 0:30:57241 山形市ｵｵﾂｷ ﾐﾂｵ19

856 黒田　昌子 0:30:59242 東田川郡三川町ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｺ 藤島楽しく走り隊10

672 庄司　真澄 0:31:01243 鶴岡市ｼｮｳｼﾞ ﾏｽﾐ12

771 星川　勉 0:31:04244 酒田市ﾎｼｶﾜ ﾂﾄﾑ20

659 遠藤　鮎未 0:31:06245 鶴岡市ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ13

849 川内　明子 0:31:16246 鶴岡市ｶﾜｳﾁ ｱｷｺ11

689 冨樫　治子 0:31:16247 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾊﾙｺ14

723 佐藤　晃 0:31:39248 鶴岡市ｻﾄｳ ｱｷﾗ 鉄人二升八合29

683 斎藤　幸子 0:31:58249 酒田市ｻｲﾄｳ ｻﾁｺ15

647 新野　大輔 0:32:04250 鶴岡市ﾆｲﾉ ﾀﾞｲｽｹ (株)ﾆｲﾉ33
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711 川又　秀明 0:32:04251 埼玉県ｶﾜﾏﾀ ﾋﾃﾞｱｷ30

675 佐藤　恵子 0:32:09252 宮城県ｻﾄｳ ｹｲｺ16

774 中山　博之 0:32:11253 新潟県ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 大須戸らんﾗﾝ倶楽部21

612 齋藤　成美 0:32:14254 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾅﾙﾐ 大宝幼稚園陸上部18

798 中山　多可子 0:32:30255 新潟県ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｺ 大須戸らんﾗﾝ倶楽部9

779 斎藤　博樹 0:32:31256 新潟県ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 大須戸らんﾗﾝ倶楽部22

807 中山　春美 0:32:31257 新潟県ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ 大須戸らんﾗﾝ倶楽部10

687 池浦　詠子 0:32:40258 新庄市ｲｹｳﾗ ｴｲｺ17

821 三浦　洋介 0:32:46259 鶴岡市ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ20

685 伊藤　美里 0:32:48260 鶴岡市ｲﾄｳ ﾐｻﾄ18

810 杉山　直子 0:32:48261 東田川郡三川町ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｺ11

805 有森　直子 0:32:50262 新潟県ｱﾘﾓﾘ ﾅｵｺ 聖ﾙｶ走ろう会12

834 栗林　康夫 0:32:57263 宮城県ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔｽｵ つくば走ろう会21

609 佐藤　仁美 0:33:01264 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ ｶﾛﾘｰﾊｰﾌ19

742 門田　美佳 0:33:19265 酒田市ｶﾄﾞﾀ ﾐｶ19

587 白取　浩紀 0:33:26266 鶴岡市ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ25

717 津嶋　裕藏 0:33:27267 鶴岡市ﾂｼﾏ ﾕｳｿﾞｳ31

704 加藤　考鎮 0:33:27268 鶴岡市ｶﾄｳ ﾀﾀﾞﾔｽ32

839 畠山　嘉次 0:33:46269 新潟県ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾂｸﾞ おれ流ｸﾗﾌﾞ22

758 齋藤　礼 0:33:48270 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾚｲ20

676 榎本　知華 0:33:54271 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ﾁｶ ﾁｰﾑ榎本19

664 小池　由香利 0:33:54272 鶴岡市ｺｲｹ ﾕｶﾘ20

636 佐藤　顕正 0:33:55273 酒田市ｻﾄｳ ｱｷﾏｻ34

658 小笹　真理子 0:34:23274 鶴岡市ｺｻﾞｻ ﾏﾘｺ21

784 渡辺　広明 0:34:34275 東村山郡山辺町ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ やまのべ23

708 小林　康隆 0:34:37276 東田川郡庄内町ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾀｶ Kazu.C.C33

841 嘉藤　正 0:34:41277 秋田県ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼ23

670 鎌田　詢子 0:34:41278 鶴岡市ｶﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ22

666 奥山　彩 0:34:45279 鶴岡市ｵｸﾔﾏ ｱﾔ23

808 後藤　良子 0:34:49280 尾花沢市ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｺ ｱｻﾞﾚｾｿﾞﾝ13

617 帶谷　千夏 0:34:59281 鶴岡市ｵﾋﾞﾔ ﾁﾅﾂ 竹八20

846 杉山　竹子 0:35:27282 天童市ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹｺ12

679 伊藤　友恵 0:35:35283 鶴岡市ｲﾄｳ ﾄﾓｴ24

836 南谷　裕洋 0:35:50284 宮城県ﾅﾝﾔ ﾔｽﾋﾛ つくば走ろう会24

837 加賀　泰彦 0:35:51285 宮城県ｶｶﾞ ﾔｽﾋｺ25

728 松浦　聖子 0:35:53286 東田川郡三川町ﾏﾂｳﾗ ｻﾄｺ21

616 伊藤　杏美 0:35:55287 山形市ｲﾄｳ ｱﾐ 竹八21

852 杉崎　博子 0:35:58288 宮城県ｽｷﾞｻｷ ﾋﾛｺ 鳥将軍仙台13

811 佐藤　美智子 0:35:59289 秋田県ｻﾄｳ ﾐﾁｺ 和幸苑14

615 冨士村　美里 0:36:01290 酒田市ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐｻﾄ22

695 小林　雅樹 0:36:18291 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ ｺｽﾃﾑRC34

630 白幡　吏 0:36:24292 宮城県ｼﾗﾊﾀ ﾂｶｻ35

682 白幡　みつ江 0:36:42293 宮城県ｼﾗﾊﾀ ﾐﾂｴ25

738 秋場　祐子 0:36:54294 山形市ｱｷﾊﾞ ﾕｳｺ ｿﾚｲﾕBR22

761 主濱　元子 0:37:23295 岩手県ｼｭﾊﾏ ﾓﾄｺ23

721 田代　毅 0:37:24296 宮城県ﾀｼﾛ ﾂﾖｼ35

762 齋藤　和子 0:37:35297 東根市ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ ｱｻﾞﾚｾｿﾞﾝ24

795 高橋　裕子 0:37:36298 天童市ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ ｱｻﾞﾚｾｿﾞﾝ15

680 馬杉　幸子 0:37:38299 東根市ﾏｽｷﾞ ｻﾁｺ ｱｻﾞﾚｾｿﾞﾝ26

677 井上　麻理奈 0:37:40300 鶴岡市ｲﾉｳｴ ﾏﾘﾅ27
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 さくらコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

788 上野　歳一 0:37:49301 東田川郡三川町ｳｴﾉ ﾄｼｶｽﾞ24

770 上野　亜矢子 0:37:49302 東田川郡三川町ｳｴﾉ ｱﾔｺ25

757 大久保　暢子 0:37:58303 東京都ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｺ 聖路加走ろう会26

760 蜂谷　博子 0:38:04304 山形市ﾊﾁﾔ ﾋﾛｺ27

799 須藤　幸 0:38:04305 天童市ｽﾄｳ ｺｳ16

688 板垣　かおり 0:38:42306 東田川郡庄内町ｲﾀｶﾞｷ ｶｵﾘ28

662 勝木　茜 0:39:01307 鶴岡市ｶﾂｷ ｱｶﾈ29

804 片桐　麻州美 0:39:07308 東京都ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｽﾐ 聖ﾙｶ走ろう会17

822 千田　健 0:39:53309 岩手県ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ ｼｬｱ専用26

853 三沢　竹子 0:39:55310 天童市ﾐｻﾜ ﾀｹｺ14

652 本間　規夫 0:40:24311 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾉﾘｵ36

753 斎藤　和香 0:40:42312 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾜｶ28

705 菅原　学 0:40:43313 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅﾌﾞ36

765 白崎　静江 0:41:53314 鶴岡市ｼﾗｻｷ ｼｽﾞｴ じょなめｰる29

602 白崎　夏奈 0:41:54315 鶴岡市ｼﾗｻｷ ｶﾅ じょなめｰる23

842 佐野　實 0:44:28316 新潟県ｻﾉ ﾏｺﾄ 村松走ろう会27

815 鈴木　芳春 0:44:29317 秋田県ｽｽﾞｷ ﾖｼﾊﾙ28

668 粕谷　皓子 0:47:48318 宮城県ｶｽﾔ ｺｳｺ KASUYACLUB30

684 高野　真弓 0:51:58319 宮城県ﾀｶﾉ ﾏﾕﾐ31

767 吉住　智未 0:52:07320 宮城県ﾖｼｽﾞﾐ ｻﾄﾐ30

769 阿部　昌子 0:52:07321 酒田市ｱﾍﾞ ﾏｻｺ31

678 斎藤　由梨 0:53:59322 東根市ｻｲﾄｳ ﾕﾘ32
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