
1. 703 大山 学 大山 瑛支 船引小学校 08:19 -

2. 738 吉田 寛爾 吉田 穂香 吉田農園 08:20 +00:01

3. 723 大河原 清登 大河原 陽聖 船引小学校 08:22 +00:02

4. 762 野口 祥悟 野口 大駕 大越小学校 08:30 +00:10

5. 701 熊田 善隆 熊田 悠冴 芦沢小学校 08:34 +00:14

6. 705 八幡 伸也 八幡 莉々 YAC 08:38 +00:18

7. 726 大東 勇樹 大東 寛希 船引小学校 08:48 +00:28

8. 719 松本 幸児 松本 剛諒 船引小学校 08:51 +00:31

9. 732 安瀬 仁一 安瀬 蒼太郎 ときわランナーズ 09:01 +00:41

10. 739 石井 聡一 石井 丞晴 田村市役所、緑小学校２年 09:02 +00:42

11. 741 齋藤 麻亜久 平野 陽斗 09:17 +00:57

12. 733 大友 宏 大友 結愛 船引小学校 09:20 +01:01

13. 713 大友 昌彦 大友 里桜 ときわランナーズ 09:24 +01:04

14. 746 郷 良徳 郷 歩海 09:27 +01:07

15. 727 橋本 恵市 橋本 優衣 芦沢小学校 09:31 +01:11

16. 735 森 希 森 悠翔 09:32 +01:12

17. 734 佐藤 隆紀 大友 希愛 船引小学校 09:40 +01:20

18. 725 大東 ゆかり 大東 叶実 船引小学校 09:44 +01:25

19. 724 吉田 博 吉田 莉愛 09:45 +01:25

20. 702 白岩 雅彦 白岩 芹姫 福島松濤館　田村南支部 09:46 +01:27

21. 731 佐久間 尚樹 佐久間 玲翔 ときわランナーズ 09:49 +01:29

22. 720 吉田 正一 吉田 紗和 船引南小学校 10:07 +01:47

23. 742 齋藤 貴宏 齋藤 秀悟 大越小学校 10:11 +01:51

24. 728 郡司 博樹 郡司 瑞樹 ときわランナーズ 10:11 +01:51

25. 729 多田 正倫 多田 樹希 ときわランナーズ 10:22 +02:02

26. 709 小石沢 定広 小石沢 柚季 ふねひきバスケットボールクラブ 10:25 +02:05

27. 722 末永 知佳 末永 琉生 緑小学校 10:27 +02:07

28. 761 大山 卓也 大山 紗也 おおやまん 10:30 +02:11

29. 747 佐藤 克幸 佐藤 夏蓮 10:33 +02:13

30. 740 小松 優哉 小松 凜空 10:36 +02:16

31. 775 遠藤 俊弘 遠藤 ひなた 船引南小学校 10:42 +02:22

32. 773 宗像 智樹 宗像 杜真 船引南小学校 10:54 +02:34

33. 755 佐久間 智之 佐久間 泰司 10:55 +02:35

34. 769 柏原 裕治 柏原 咲菜 船引小 11:05 +02:46

35. 751 加藤 あゆみ 加藤 樹 船引小学校 11:06 +02:47

36. 777 渡辺 隆治 渡辺 陽向 田村産業（株）、船引小学校 11:07 +02:48

37. 712 村越 洋可 村越 葵生 11:09 +02:49

38. 718 吉田 治 吉田 翔 芦沢小学校 11:11 +02:51

39. 730 高橋 里美 高橋 菖大 ときわランナーズ 11:24 +03:05

40. 717 助川 祐平 助川 愛來 11:29 +03:09

41. 710 渡邉 和広 渡邉 多笑 ふねひきミニバスケットボールクラブ 11:33 +03:14

42. 757 栁沼 利明 栁沼 里咲 船引ミニバスケット 11:37 +03:18

43. 707 齋藤 良子 齋藤 壮佑 美山小学校 11:48 +03:29

44. 743 齋藤 瞳 齋藤 新太 大越小学校 11:49 +03:29

45. 758 柳沼 広貴 柳沼 碧 11:52 +03:32

46. 721 佐藤 竜太郎 佐藤 光莉 11:55 +03:35

47. 750 菊地 実希 菊地 隆太 緑小学校 11:59 +03:39

48. 753 大山 豊 大山 百叶 リッチ＆ピーチ 12:04 +03:44

49. 776 吉田 康太 吉田 恭悠 船引南小学校 12:19 +03:59
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50. 767 佐藤 芳一 佐藤 優葵 12:25 +04:05

51. 770 先﨑 正也 先﨑 莉星 滝根小学校 12:31 +04:11

52. 744 箭内 賢太 箭内 朔人 大橋機産、わかくさ幼稚園年中 12:32 +04:13

53. 749 遠藤 卓 紺野 明彩 大越小学校１年 12:42 +04:22

54. 771 根本 賢一 根本 夏希 田村市教育委員会、大越小学校１年 12:54 +04:34

55. 764 安齋 嘉邦 安齋 颯真 緑小学校 12:59 +04:40

56. 704 遠藤 正也 遠藤 美羽 滝根幼稚園 13:39 +05:19

57. 737 山中 結香 山中 彩愛 13:43 +05:23

58. 772 濱田 寿満 濱田 一加 ＡＰスポーツ、船引小 13:44 +05:24

59. 763 吉田 香織 吉田 悠悟 13:45 +05:26

60. 745 箭内 美佳 箭内 香絵 桜美苑、船引小学校１年 13:47 +05:27

61. 708 栁沼 平 栁沼 恭水 田村市立大越小学校 13:52 +05:32

62. 711 新田 智教 新田 唯夢 13:55 +05:35

63. 766 川崎 美穂 川崎 いと 13:59 +05:39

64. 736 西尾 由紀恵 西尾 心花 14:07 +05:47

65. 768 佐久間 紀彰 佐久間 友悠 14:09 +05:50

66. 706 栁沼 直也 柳沼 航太朗 船引小学校 14:22 +06:02

67. 752 遠藤 和幸 遠藤 絢音 船引小学校 14:38 +06:18

68. 716 斎藤 温 斎藤 紫夏 しかちゃんず 14:42 +06:22

69. 765 菅野 勝友 菅野 蒼真 田村市立常葉小学校 15:31 +07:11

70. 715 佐藤 さやか 佐藤 ひまり コミスポ 16:27 +08:07

71. 759 佐久間 尚美 佐久間 結己 16:40 +08:21

Number of records: 71
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