
第1回いしのまき復興マラソン 2015/06/27

順位 氏名 所属クラブ 記録ゼッケン

2kmファミリーA親子（子供が小学1～3年）2kmファミリーA親子（子供が小学1～3年）2kmファミリーA親子（子供が小学1～3年）2kmファミリーA親子（子供が小学1～3年）

カナ 都市名

1 7503 阿部　宏樹 ㈱大地フーズ 00:09:08ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 宮城県

阿部　友哉 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾔ

2 7523 安部　哲也 00:09:16ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 宮城県

安部　響 ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ

3 7547 杉浦　康之 00:09:30ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾕｷ 宮城県

杉浦　晴空 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙﾄ

4 7538 大﨑　泰宜 00:09:34ｵｵｻｷ ﾔｽﾉﾘ 宮城県

大﨑　りこ ｵｵｻｷ ﾘｺ

5 7519 菅野　秀一 00:09:40ｶﾝﾉ ｼｭｳｲﾁ 宮城県

菅野　陽太 ｶﾝﾉ ﾖｳﾀ

6 7514 森松　勉 00:09:44ﾓﾘﾏﾂ ﾂﾄﾑ 宮城県

森松　彩夢 ﾓﾘﾏﾂ ｱﾕﾑ

7 7539 井田　壮太 00:10:05ｲﾀﾞ ｿｳﾀ 宮城県

井田　一至 ｲﾀﾞ ｶｽﾞｼ

8 7551 佐々木　英寿 登米市 00:10:40ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 宮城県

佐々木　侑翔 ｻｻｷ ﾕｳﾄ

9 7512 佐々木　善久 00:10:43ｻｻｷ ﾖｼﾋｻ 宮城県

佐々木　煌生 ｻｻｷ ｺｳｾｲ

10 7553 深江　鷹志 00:10:56ﾌｶｴ ﾀｶｼ 愛知県

深江　龍明 ﾌｶｴ ﾘｭｳﾒｲ

11 7506 及川　さなえ 00:10:59ｵｲｶﾜ ｻﾅｴ 宮城県

及川　木の葉 ｵｲｶﾜ ｺﾉﾊ

12 7562 佐藤　馨 00:11:02ｻﾄｳ ｶｵﾙ 宮城県

佐藤　心海 ｻﾄｳ ｺｺﾐ

13 7516 大松澤　明武 00:11:03ｵｵﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷﾑ 宮城県

大松澤　龍ノ介 ｵｵﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

14 7557 古舘　良弘 00:11:06ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾖｼﾋﾛ 宮城県

古舘　泰地 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｲﾁ

15 7548 磐井　徹 00:11:07ｲﾜｲ ﾄｵﾙ 宮城県

磐井　麗空 ｲﾜｲ ﾚｸｳ

16 7549 小野寺　和清 真壁病院 00:11:08ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｷ 宮城県

小野寺　清那 ｵﾉﾃﾞﾗ ｾﾅ

17 7554 山崎　順子 00:11:08ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県

山崎　琥太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ

18 7515 平井　克彦 00:11:11ﾋﾗｲ ｶﾂﾋｺ 宮城県

平井　七詩 ﾋﾗｲ ﾅﾅｶ

19 7558 鈴木　挙 00:11:14ｽｽﾞｷ ｹﾝ 宮城県

鈴木　朔 ｽｽﾞｷ ｻｸ

20 7559 阿部　朗 00:11:19ｱﾍﾞ ｱｷﾗ 宮城県

阿部　稟世 ｱﾍﾞ ﾘﾝｾﾞ

21 7536 津田　伊寿美 00:11:30ﾂﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 宮城県

津田　航誠 ﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ

22 7509 加藤　邦久 00:11:33ｶﾄｳ ｸﾆﾋｻ 宮城県

加藤　大誠 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ

23 7524 久保山　雄介 00:11:34ｸﾎﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 静岡県

久保山　陽平 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

24 7543 相澤　由美 00:11:43ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾐ 宮城県

相澤　咲 ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ

25 7528 阿部　朝光 00:11:46ｱﾍﾞ ﾄﾓﾐﾂ 宮城県

阿部　結菜 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ
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26 7507 千葉　加奈枝 00:11:46ﾁﾊﾞ ｶﾅｴ 宮城県

千葉　杏奈 ﾁﾊﾞ ｱﾝﾅ

27 7526 齋藤　幸夫 00:12:01ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ 宮城県

齋藤　心結 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

28 7504 吉田　直也 00:12:07ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城県

吉田　純也 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

29 7501 佐々木　佳織 00:12:08ｻｻｷ ｶｵﾙ 宮城県

佐々木　聖斗 ｻｻｷ ﾏｻﾄ

30 7560 本田　秀一 00:12:10ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 宮城県

本田　遥大 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ

31 7532 川村　秀行 00:12:16ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県

川村　静 ｶﾜﾑﾗ ｼｽﾞｶ

32 7550 新妻　和義 00:12:23ﾆｲﾂﾏ ｶｽﾞﾖｼ 宮城県

新妻　蒼大 ﾆｲﾂﾏ ｿｳﾀﾞｲ

33 7511 千葉　学 00:12:28ﾁﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県

千葉　琢磨 ﾁﾊﾞ ﾀｸﾏ

34 7552 小野寺　麻衣子 00:12:32ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｲｺ 宮城県

小野寺　綺芽 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾒ

35 7518 今野　雅之 00:12:43ｺﾝﾉ ﾏｻﾕｷ 宮城県

今野　杏美 ｺﾝﾉ ｱﾐ

36 7505 日野　正章 00:12:44ﾋﾉ ﾏｻｱｷ 宮城県

日野　颯大 ﾋﾉ ｿｳﾀ

37 7527 ストレイカー　慶子 00:12:49ｽﾄﾚｲｶｰ ﾐﾁｺ 宮城県

ストレイカー　穂 ｽﾄﾚｲｶｰ ﾐﾉﾘ

38 7529 阿部　美香 00:12:53ｱﾍﾞ ﾐｶ 宮城県

阿部　純之介 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

39 7542 薮田　幸平 激爽 00:13:06ﾔﾌﾞﾀ ｺｳﾍｲ 宮城県

薮田　葵月 ﾔﾌﾞﾀ ｱﾂﾞｷ

40 7561 小山　一哉 00:13:38ｵﾔﾏ ｶﾂﾔ 宮城県

小山　遥大 ｵﾔﾏ ﾊﾙﾄ

41 7546 尾形　仁美 00:13:46ｵｶﾞﾀ ﾋﾄﾐ 宮城県

尾形　悠羽 ｵｶﾞﾀ ﾕｳ

42 7537 宮内　健太朗 大崎市 00:13:47ﾐﾔｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 宮城県

宮内　康成 ﾐﾔｳﾁ ｺｳｾｲ

43 7541 阿部　綾 00:13:49ｱﾍﾞ ｱﾔ 宮城県

あべ　こうだい ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

44 7508 馬場　ゆみ 00:13:51ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾐ 宮城県

馬場　ももな ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾓﾅ

45 7510 岡　宏信 00:13:52ｵｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 宮城県

岡　克信 ｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ

46 7522 大津　顕教 テラ・ネット 00:14:04ｵｵﾂ ｱｷﾉﾘ 佐賀県

大津　龍叶 ｵｵﾂ ﾘｭｳﾄ

47 7513 千葉　敏彦 00:14:35ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋｺ 宮城県

千葉　悠平 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾍｲ

48 7534 大金　真由美 一代目ＭＳＢ 00:14:38ｵｵｶﾞﾈ ﾏﾕﾐ 宮城県

大金　奈々 ｵｵｶﾞﾈ ﾅﾅ

49 7556 奥津　虎之介 00:14:40ｵｸﾂ ﾄﾗﾉｽｹ 宮城県

奥津　麻桜 ｵｸﾂ ﾏｵ

50 7530 伊勢　知香 一代目ＭＳＢ 00:14:45ｲｾ ﾁｶ 宮城県

伊勢　あかり ｲｾ ｱｶﾘ

print:2015/07/16 13:39:22 2/3 ページTimed by　アイサム



第1回いしのまき復興マラソン 2015/06/27

順位 氏名 所属クラブ 記録ゼッケン

2kmファミリーA親子（子供が小学1～3年）2kmファミリーA親子（子供が小学1～3年）2kmファミリーA親子（子供が小学1～3年）2kmファミリーA親子（子供が小学1～3年）

カナ 都市名

51 7535 鈴木　涼太 一代目ＭＳＢ 00:14:46ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 宮城県

鈴木　ももな ｽｽﾞｷ ﾓﾓﾅ

52 7531 川村　友恵 00:15:04ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｴ 宮城県

川村　円 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ

53 7540 伊藤　加代子 00:15:33ｲﾄｳ ｶﾖｺ 岩手県

伊藤　みゆう ｲﾄｳ ﾐﾕｳ

54 7525 木下　真人 00:17:13ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾄ 宮城県

木下　泰 ｷﾉｼﾀ ﾀｲ

55 7521 大津　恭子 テラ・ネット 00:17:51ｵｵﾂ ｷｮｳｺ 佐賀県

大津　佑晟 ｵｵﾂ ﾕｳｾｲ
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