
２０１２鞍掛山トレイルランニング大会成績

１　期日
２　距離 一般男女・高校男子　１６．８km　高低差４１５m

高校女子　１２．５km　高低差　４１５m

一般男子４９歳以下

順位 氏  名 タイム 部  門 所 属 摘要

1 高橋　伸也 1:27:59 一般男子４９歳以下 八幡平市

2 髙橋　敬弘 1:40:46 一般男子４９歳以下 盛岡市

3 疋田　敏幸 1:44:24 一般男子４９歳以下 八幡平市

4 米澤　浩一 1:51:30 一般男子４９歳以下 盛岡市

5 小瀬川　正尚 1:51:38 一般男子４９歳以下 花巻市

6 曽我　博明 1:53:43 一般男子４９歳以下 仙台市

7 伊藤　宜紀 1:55:00 一般男子４９歳以下 八幡平市

8 山影　智美 1:57:51 一般男子４９歳以下 花巻市

9 原子　崇史 1:59:41 一般男子４９歳以下 盛岡市

10 村松　貴広 2:00:57 一般男子４９歳以下 盛岡市

11 乙供　信博 2:02:15 一般男子４９歳以下 青森県

12 大矢　雄一郎 2:04:34 一般男子４９歳以下 盛岡市

13 片伯部　英樹 2:06:44 一般男子４９歳以下 盛岡市

14 吉田　正 2:07:08 一般男子４９歳以下 盛岡市

15 川村　文明 2:09:30 一般男子４９歳以下 盛岡市

16 赤川　吉昭 2:10:02 一般男子４９歳以下 紫波郡紫波町

17 菊池　崇尚 2:12:28 一般男子４９歳以下 盛岡市

18 渋田　健司 2:18:38 一般男子４９歳以下 紫波郡矢巾町

19 遠藤　光志 2:18:39 一般男子４９歳以下 八幡平市

20 昆野　純 2:18:49 一般男子４９歳以下 北上市

21 西川　崇 2:35:43 一般男子４９歳以下 盛岡市

22 小野寺　雅 2:35:56 一般男子４９歳以下 滝沢村

一般男子５０歳以上

順位 氏  名 タイム 部  門 所 属 摘要

1 高橋　眞人 2:00:33 一般男子５０歳以上 花巻市

2 木船　剛 2:03:25 一般男子５０歳以上 雫石町

3 近藤　修三 2:09:58 一般男子５０歳以上 盛岡農業高校

4 穴澤　義次 2:10:26 一般男子５０歳以上 紫波郡矢巾町

5 高橋　典 2:29:13 一般男子５０歳以上 花巻市

一般女子

順位 氏  名 タイム 部  門 所 属 摘要

1 小野寺  右佳 1:50:48 一般女子 滝沢村

2 伊藤　礼子 2:18:27 一般女子 花巻市

3 伊藤　ゆかり 2:28:04 一般女子 花巻市

4 伊藤　久美子 2:29:05 一般女子 八幡平市

5 奥　きぬ子 2:33:09 一般女子 盛岡市
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高校生男子

順位 氏  名 タイム 部  門 所 属 摘要

1 藤本　託也 1:30:14 高校生男子 雫石高校

2 上野　洸平 1:31:21 高校生男子 雫石高校

3 舘洞　志音 1:32:12 高校生男子 盛岡工業高校

4 川野　創平 1:32:27 高校生男子 盛岡南高校

5 三浦　大和 1:33:38 高校生男子 盛岡四高校

6 遠藤　宏弥 1:39:14 高校生男子 雫石高校

7 田崎　梓 1:39:35 高校生男子 盛岡南高校

8 湯浅　智輝 1:40:21 高校生男子 盛岡工業高校

9 村田　勇人 1:42:48 高校生男子 盛岡南高校

10 佐藤　眞也 1:43:47 高校生男子 岩手高校

11 遠藤　涼 1:44:05 高校生男子 岩手高校

12 近藤　拓実 1:47:53 高校生男子 岩手高校

13 稲垣　涼 1:48:00 高校生男子 岩手高校

14 村田　彪我 1:48:30 高校生男子 盛岡南高校

15 橋本　遼 1:49:07 高校生男子 盛岡南高校

16 長谷川　類 1:50:09 高校生男子 岩手高校

17 山崎　快 1:51:09 高校生男子 盛岡工業高校

18 水本　涼太 1:54:36 高校生男子 盛岡農業高校

19 石山　友樹 1:56:09 高校生男子 岩手高校

20 水野　魁人 1:56:43 高校生男子 盛岡工業高校

21 松村　大地 1:57:00 高校生男子 岩手高校

22 田中　克幸 1:57:49 高校生男子 盛岡農業高校

23 宮野　正汰　 1:59:43 高校生男子 盛岡工業高校

24 石川　廉 2:02:39 高校生男子 岩手高校

25 菅原　敦輝 2:03:23 高校生男子 岩手高校

26 笠原　佑 2:06:05 高校生男子 盛岡工業高校

27 下村　航平 2:06:50 高校生男子 盛岡工業高校

28 上野　正太 2:08:29 高校生男子 雫石高校

29 我妻　章太 2:09:14 高校生男子 岩手高校

30 安孫子　耀 2:09:39 高校生男子 盛岡工業高校

31 桐田　燎 2:09:54 高校生男子 大迫高校

32 佐藤　聖 2:10:37 高校生男子 盛岡工業高校

33 村上　慎太朗 2:18:30 高校生男子 盛岡南高校

34 小坂　尚生 2:21:04 高校生男子 盛岡農業高校

35 赤坂　龍介 2:22:42 高校生男子 盛岡南高校

36 下村　太陽 2:24:27 高校生男子 盛岡農業高校

37 星　雄大 2:25:28 高校生男子 盛岡農業高校

38 梅内　渓佑 2:27:15 高校生男子 盛岡工業高校

39 畑　聡 2:29:30 高校生男子 盛岡農業高校

40 伊藤　丈太 2:30:21 高校生男子 大迫高校

41 菅原　優大 2:30:33 高校生男子 大迫高校

42 照井　大史 2:30:46 高校生男子 岩手高校

43 佐々木　良真 2:32:17 高校生男子 盛岡農業高校

44 西村　和真 2:35:48 高校生男子 盛岡農業高校

45 木井　哲 2:36:47 高校生男子 盛岡農業高校

46 柴葉　隆則 2:53:51 高校生男子 盛岡農業高校

47 浅沼　麗 3:09:02 高校生男子 大迫高校

高校生女子

順位 氏  名 タイム 部  門 所 属 摘要

1 伊藤　智美 1:18:16 高校生女子 盛岡南高校

2 土屋　正恵 1:22:21 高校生女子 盛岡南高校

3 中嶌　雅 1:25:03 高校生女子 盛岡南高校

4 阿部　友里香 1:30:18 高校生女子 盛岡南高校

5 佐々木しおり 1:33:10 高校生女子 盛岡南高校

6 伊藤　琴乃 1:33:42 高校生女子 大迫高校

7 畠山　楓 1:43:54 高校生女子 大迫高校

8 佐藤　眞帆 1:46:46 高校生女子 盛岡南高校

9 田中　美波 1:47:17 高校生女子 盛岡農業高校

10 松木　春菜 1:56:24 高校生女子 盛岡農業高校

11 高橋　智華 2:23:28 高校生女子 盛岡農業高校

12 竹田　早也香 2:28:36 高校生女子 盛岡農業高校
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