
第2回いしのまき復興マラソン 2016/11/06
順位 氏名 所属クラブ 記録ゼッケン

ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上

カナ 都市名1 369 大橋　真弥 石巻市役所 01:09:21ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 宮城県2 444 及川　憲一 石巻RC 01:15:13ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ 宮城県3 325 本田　誠 石巻ＲＣ 01:18:02ﾎﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ 宮城県4 274 野仲　典理 ミズベリング 01:18:47ﾉﾅｶ ﾃﾝﾘ 宮城県5 139 新関　健太 01:20:08ﾆｲｾﾞｷ ｹﾝﾀ 宮城県6 163 岩井　裕二 万石浦MC 01:23:12ｲﾜｲ ﾕｳｼﾞ 宮城県7 101 工藤　宏征 01:23:16ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県8 329 五十嵐　努 みかぜ屋 01:24:12ｲｶﾞﾗｼ ﾂﾄﾑ 宮城県9 8 吉田　博樹 すずＲＵＮ 01:24:39ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知県10 145 深堀　雄基 01:24:45ﾌｶﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 宮城県11 137 渡邊　将大 たんぽぽRC 01:24:53ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 宮城県12 304 菱沼　賢 猛禽類 01:24:58ﾋｼﾇﾏ ﾏｻﾙ 宮城県13 134 紫桃　隆 01:25:06ｼﾄｳ ﾀｶｼ 宮城県14 460 下タ村　勇輝 トヨタ自動車東日本株式会社 01:25:11ｼﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 宮城県15 62 石丸　芳視 青梅走友会 01:25:40ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾐ 東京都16 19 進藤　信 諏訪市陸協 01:27:21ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 長野県17 462 杉　聖基 トヨタ自動車東日本株式会社 01:28:10ｽｷﾞ ｾｲｷ 岩手県18 436 佐藤　和正 矢一中ＲＣ 01:28:35ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 宮城県19 332 中静　大樹 01:28:39ﾅｶｼｽﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ 東京都20 440 本家　安浩 佐々木工業株式会社 01:29:13ﾎﾝｹ ﾔｽﾋﾛ 宮城県21 363 堀田　晃陽 01:29:39ﾎｯﾀ ｺｳﾖｳ 宮城県22 293 玉上　雅則 親路ランナーズ 01:29:50ﾀﾏｶﾐ ﾏｻﾉﾘ 宮城県23 123 松嶋　宏和 01:30:18ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 宮城県24 186 菊地　慎 01:30:29ｷｸﾁ ｼﾝ 宮城県25 362 千葉　卓 01:30:41ﾁﾊﾞ ｽｸﾞﾙ 宮城県26 347 遠藤　和希 ＳＪＣ 01:30:53ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 宮城県27 278 大崎　隆之 01:32:09ｵｵｻｷ ﾀｶﾕｷ 宮城県28 385 荒井　友希 01:32:30ｱﾗｲ ﾄﾓｷ 宮城県29 397 鷹木　大成 01:32:32ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ 宮城県30 283 末永　善久 RTやおき 01:32:48ｽｴﾅｶﾞ ﾖｼﾋｻ 宮城県31 60 荻野　喜恵 ＰＲＣ 01:33:28ｵｷﾞﾉ ﾖｼｴ 福島県32 417 佐藤　貴大 01:33:35ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 宮城県33 111 白坂　祐也 宮城陸協 01:33:38ｼﾗｻｶ ﾕｳﾔ 宮城県34 348 棟石　慧 01:33:41ﾑﾈｲｼ ｹｲ 島根県35 378 中塚　浩基 01:34:20ﾅｶﾂｶ ﾋﾛｷ 宮城県36 102 中鉢　加寿也 皆川新聞店 01:35:02ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 宮城県37 245 川中　敏也 寝屋川市役所 01:35:33ｶﾜﾅｶ ﾄｼﾔ 大阪府38 420 朝廣　滋 01:35:38ｱｻﾋﾛ ｼｹﾞﾙ 長野県39 28 熊谷　一久 01:35:53ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県40 285 橋本　吉晴 01:35:57ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 東京都41 445 三浦　尚士 ウェーブの会 01:36:15ﾐｳﾗ ﾅｵｼ 宮城県42 154 鈴木　宏彰 01:36:45ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 宮城県43 292 菅原　隆夫 01:37:14ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｵ 宮城県44 200 伊藤　優太 01:37:45ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 宮城県45 213 高橋　信明 01:37:57ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ 山形県46 128 池田　雄一 01:38:08ｲｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 宮城県47 315 中谷　好孝 01:38:12ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 宮城県48 401 蜂谷　雅昭 01:38:14ﾊﾁﾔ ﾏｻｱｷ 宮城県49 415 中島　啓太 01:38:27ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ 埼玉県50 196 小海途　聡 女川町 01:38:28ｺｶﾞｲﾄ ｱｷﾗ 宮城県print:2016/11/06 17:43:44 1/8 ページTimed by　アイサム
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ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上

カナ 都市名51 411 狩野　利徳 01:38:38ｶﾘﾉ ﾄｼﾉﾘ 宮城県52 453 岡本　哲 トヨタ自動車東日本株式会社 01:38:39ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 宮城県53 24 木村　司 香港明走会 01:38:44ｷﾑﾗ ﾂｶｻ 神奈川県54 113 横山　健太 １７ｓ 01:39:08ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 宮城県55 160 木野村　健 01:39:25ｷﾉﾑﾗ ｹﾝ 神奈川県56 93 高野　利明 01:39:30ﾀｶﾉ ﾄｼｱｷ 宮城県57 418 小熊　敏浩 01:39:32ｺｸﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ 宮城県58 310 石塚　二郎 01:39:35ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞﾛｳ 大阪府59 188 熊谷　政利 石巻ＲＣ 01:39:35ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ 宮城県60 97 針生　圭將 01:39:41ﾊﾘｳ ｹｲｽｹ 宮城県61 98 及川　英明 01:39:56ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県62 135 佐々木　卓也 01:40:06ｻｻｷ ﾀｸﾔ 宮城県63 14 高橋　裕之 高章工営 01:40:11ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 宮城県64 432 熱海　照郎 01:40:16ｱﾂﾐ ﾃﾙｵ 宮城県65 389 藁谷　翼 01:40:23ﾜﾗｶﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 宮城県66 78 光澤　純一 ウジエ調剤薬局 01:40:48ｺｳｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県67 201 千葉　宏信 01:40:54ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 宮城県68 284 中山　立爾 富小親児の会 01:41:06ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 宮城県69 210 遠藤　一正 清水建設走遊会 01:41:24ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾏｻ 宮城県70 327 片山　真平 走攻酒 01:41:36ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 神奈川県71 455 伊藤　康隆 トヨタ自動車東日本株式会社 01:41:46ｲﾄｳ ﾔｽﾀｶ 宮城県72 277 石森　丈夫 01:42:08ｲｼﾓﾘ ﾀｹｵ 埼玉県73 297 石原　敦志 Tarzan 01:42:11ｲｼﾊﾗ ｱﾂｼ 東京都74 300 山口　智大 01:42:19ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県75 169 伊藤　基樹 太白マラソン部 01:42:25ｲﾄｳ ﾓﾄｷ 宮城県76 333 佐藤　純一 01:42:41ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県77 105 日下　新吾 01:42:47ｸｻｶ ｼﾝｺﾞ 宮城県78 446 古関　瞭　 東北福祉大 01:42:52ｺｾｷ ﾘｮｳ 宮城県79 399 斉藤　健太 01:42:58ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 東京都80 161 青田　真彦 ホノルルマラソンAPT 01:42:58ｱｵﾀ ﾏｻﾋｺ 宮城県81 229 柿崎　透 01:43:07ｶｷｻﾞｷ ﾄｵﾙ 宮城県82 207 荒井　英明 HERｏ＊ｅＳ 01:43:23ｱﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都83 7 菊地　正明 01:43:23ｷｸﾁ ﾏｻｱｷ 宮城県84 230 増野　峰国 東仙道小学校 01:43:29ﾏｼﾉ ﾐﾈｸﾆ 島根県85 126 佐藤　由朋 01:43:38ｻﾄｳ ﾖｼﾄﾓ 宮城県86 114 浅野　剛司 A B R 01:43:39ｱｻﾉ ﾀｹｼ 宮城県87 49 中村　周 きょうどう舎 01:43:46ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳ 宮城県88 410 千葉　彰英 01:43:48ﾁﾊﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 宮城県89 262 斉藤　英樹 ９０番の旅土浦 01:43:56ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県90 406 佐々木　文彦 01:44:04ｻｻｷ ﾌﾐﾋｺ 宮城県91 50 垣内　孝 ＳＷＡＣ 01:44:07ｶｷｳﾁ ﾀｶｼ 宮城県92 282 後藤　任孝 01:44:26ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県93 91 小髙　和昭 01:44:55ｵﾀﾞｶ ｶｽﾞｱｷ 栃木県94 294 菅野　礼次郎 01:45:28ｽｶﾞﾉ ﾚｲｼﾞﾛｳ 宮城県95 232 松田　敬男 チームからふる 01:45:29ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘｵ 宮城県96 218 二階堂　隆 パン工場 01:45:36ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 神奈川県97 212 村山　等 荒野ランナーズ 01:45:37ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾄｼ 新潟県98 211 日野　正美 01:45:44ﾋﾉ ﾏｻﾐ 宮城県99 414 佐藤　大介 01:45:53ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県100 443 岩渕　洋 海上保安庁 01:45:53ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｳ 宮城県print:2016/11/06 17:43:44 2/8 ページTimed by　アイサム
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ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上

カナ 都市名101 55 伊藤　進一 岡町倶楽部 01:45:57ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 宮城県102 215 矢内　良一 香港明走会 01:45:59ﾔﾅｲ ﾘｮｳｲﾁ 東京都103 235 阿部　裕一 01:46:05ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 宮城県104 165 南口　朝昭 01:46:07ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 宮城県105 6 三浦　清一 気仙沼モーニン 01:46:08ﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ 宮城県106 73 柴田　洋 01:46:19ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 宮城県107 46 小松　寿 01:46:20ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 宮城県108 220 田村　敏彦 01:46:20ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 岩手県109 273 下田　謙二 建設技術研究所 01:46:22ｼﾓﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県110 240 成澤　寛 01:46:49ﾅﾘｻﾜ ﾋﾛｼ 宮城県111 31 齊藤　修司 01:46:51ｻｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 千葉県112 459 最上　博志 トヨタ自動車東日本株式会社 01:46:55ﾓｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 宮城県113 88 谷口　智弘 01:46:59ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県114 18 髙橋　幸宏 宮城県庁 01:47:16ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 宮城県115 192 後藤　善行 （株）アイケー 01:47:29ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾕｷ 宮城県116 16 氏家　義信 01:47:32ｳｼﾞｲｴ ﾖｼﾉﾌﾞ 宮城県117 289 石田　貴幸 01:47:39ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 山形県118 36 小関　武司 01:47:43ｺｾｷ ﾀｹｼ 宮城県119 319 佐々木　正秀 01:47:51ｻｻｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 宮城県120 248 椎貝　達也 01:47:52ｼｲｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 宮城県121 109 田中　潤一郎 01:47:54ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 山形県122 216 安部　直司 おかのやま学校 01:48:05ｱﾍﾞ ﾅｵｼ 宮城県123 179 阿部　弘幸 南郷ランラン 01:48:33ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県124 119 安部　健二 01:48:52ｱﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県125 48 小杉　栄一 ディーエスケイ 01:49:02ｺｽｷﾞ ｴｲｲﾁ 埼玉県126 219 守　修一 鶴ケ谷RC 01:49:03ﾓﾘ ｼｭｳｲﾁ 宮城県127 42 石田　雅昭 虎森会 01:49:07ｲｼﾀ ﾏｻｱｷ 青森県128 193 酒井　良太郎 ｈａｐｉｍｏｎ 01:49:10ｻｶｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山形県129 94 樋口　裕治 走るってよ 01:49:32ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 宮城県130 419 杉山　雄治 01:49:33ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 千葉県131 360 菅原　俊也 01:49:46ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾔ 東京都132 25 白金　俊伸 かっぱ仙台RC 01:49:53ｼﾛｶﾞﾈ ﾄｼﾉﾌﾞ 宮城県133 170 三谷　洋平 01:49:56ﾐﾀﾆ ﾖｳﾍｲ 宮城県134 449 富樫　快妙 01:49:57ﾄｶﾞｼ ﾊﾔｻ 山形県135 407 宮谷　宏 01:50:00ﾐﾔﾀﾆ ﾋﾛｼ 東京都136 336 塩井　伸之 ＰＲＣ 01:50:01ｼｵｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 福島県137 357 高橋　謙造 01:50:03ﾀｶﾊｼ ｹﾝｿﾞｳ 宮城県138 225 庄司　勝彦 01:50:03ｼｮｳｼﾞ ｶﾂﾋｺ 宮城県139 239 佐藤　克己 01:50:05ｻﾄｳ ｶﾂﾐ 東京都140 34 菅原　仁一 総務部 01:50:05ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞﾝｲﾁ 宮城県141 15 平舘　巌 01:50:17ﾋﾗﾀﾞﾃ ｲﾜｵ 宮城県142 100 渋谷　裕介 01:50:25ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｽｹ 宮城県143 337 野口　士勇斗 TCT 01:50:36ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 秋田県144 17 菅原　浩登 01:50:39ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 宮城県145 288 木村　正樹 01:50:42ｷﾑﾗ ﾏｻｷ 宮城県146 149 遠藤　光徳 01:50:50ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾉﾘ 宮城県147 190 四倉　禎一朗 ＮＰＯセンター 01:50:52ﾖﾂｸﾗ ﾃｲｲﾁﾛｳ 宮城県148 447 長谷川　裕規 01:51:09ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 宮城県149 261 佐藤　浩行 ＴＥＡＭＳＥＡ 01:51:22ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県150 76 岩淵　純 01:51:25ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 宮城県print:2016/11/06 17:43:44 3/8 ページTimed by　アイサム
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ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上

カナ 都市名151 121 石場　圭太 01:51:32ｲｼﾊﾞ ｹｲﾀ 宮城県152 351 高橋　和也 01:51:49ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 宮城県153 437 奥山　肇 ＲＵＮＴＭ 01:51:59ｵｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県154 322 長谷川　貴之 01:52:17ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 東京都155 70 村上　幸宏 01:52:22ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾋﾛ 宮城県156 138 勝股　肇彦 01:52:40ｶﾂﾏﾀ ﾄｼﾋｺ 岩手県157 136 木村　大 01:52:44ｷﾑﾗ ﾀﾞｲ 宮城県158 313 一戸　正幸 01:52:59ｲﾁﾉﾍ ﾏｻﾕｷ 宮城県159 384 阿部　優也 01:53:11ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ 宮城県160 140 菅原　賢治 01:53:11ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 宮城県161 12 近江　広和 01:53:14ｵｵﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 宮城県162 318 瀬尾　政雄 01:53:32ｾｵ ﾏｻｵ 兵庫県163 66 小野　亮 01:53:42ｵﾉ ｱｷﾗ 宮城県164 74 今野　嘉政 01:53:43ｺﾝﾉ ﾖｼﾏｻ 宮城県165 141 高橋　洋祐 01:53:46ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 宮城県166 365 加藤　奨人 01:53:52ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 東京都167 183 阿部　徹 01:53:54ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 宮城県168 228 山田　忠昭 01:54:03ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ 神奈川県169 175 小嶋　毅 アイケーエス 01:54:12ｵｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 宮城県170 379 佐藤　一成 01:54:18ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 宮城県171 434 脇坂　隆一 01:54:21ﾜｷｻｶ ﾘｭｳｲﾁ 宮城県172 122 菅原　康介 01:54:35ｽｶﾞﾗﾜ ｺｳｽｹ 宮城県173 238 大森　修 01:54:45ｵｵﾓﾘ ｵｻﾑ 宮城県174 252 宮川　孝安 01:54:55ﾐﾔｶﾜ ﾉﾘﾔｽ 宮城県175 95 広瀬　豪 01:55:04ﾋﾛｾ ﾀｹｼ 宮城県176 359 髙津　直弥 01:55:07ﾀｶﾂ ﾅｵﾔ 宮城県177 227 野村　正 01:55:16ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 宮城県178 118 鹿股　利一郎 01:55:55ｶﾉﾏﾀ ﾘｲﾁﾛｳ 宮城県179 349 三浦　侑樹 01:56:06ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 宮城県180 422 小島　健太 01:56:07ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 宮城県181 448 岡本　達郎 01:56:10ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 宮城県182 184 小杉　淳 フタバイン 01:56:14ｺｽｷﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県183 345 中島　誠仁 クロフネ 01:56:17ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾄ 宮城県184 87 横畑　友信 01:56:20ﾖｺﾊﾀ ﾄﾓﾉﾌﾞ 岡山県185 250 佐藤　浩幸 拳道 蹴遊会 01:56:26ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県186 302 高橋　正勝 株式会社サイ 01:56:27ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶﾂ 栃木県187 331 原　圭一 01:56:37ﾊﾗ ｹｲｲﾁ 宮城県188 392 沼辺　渉 東北学院大学 01:56:42ﾇﾏﾍﾞ ﾜﾀﾙ 宮城県189 177 今野　秀明 チームカリブ 01:56:46ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県190 89 藤崎　祐一 富士通 01:56:51ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳｲﾁ 山形県191 178 髙橋　和久 いしりく 01:56:53ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県192 162 畠山　悟 01:56:58ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾄﾙ 宮城県193 264 塚田　浩志 裏走友会 01:57:01ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 宮城県194 209 奥山　照雄 01:57:06ｵｸﾔﾏ ﾃﾙｵ 宮城県195 452 小林　浩二 トヨタ自動車東日本株式会社 01:57:09ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 宮城県196 454 松島　秀祐 トヨタ自動車東日本株式会社 01:57:18ﾏﾂｼﾏ ｼｭｳｽｹ 宮城県197 214 大和　洋一 一度会ＲＣ 01:57:58ﾔﾏﾄ ﾖｳｲﾁ 東京都198 63 舘山　達也 01:58:02ﾀﾃﾔﾏ ﾀﾂﾔ 宮城県199 224 小井土　功 01:58:13ｺｲﾄﾞ ｲｻｵ 埼玉県200 1 青山　正興 石巻ＩＤ 01:58:26ｱｵﾔﾏ ﾏｻｵｷ 宮城県print:2016/11/06 17:43:45 4/8 ページTimed by　アイサム



第2回いしのまき復興マラソン 2016/11/06
順位 氏名 所属クラブ 記録ゼッケン

ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上

カナ 都市名201 233 三浦　多喜夫 01:58:33ﾐｳﾗ ﾀｷｵ 宮城県202 208 安倍　和善 01:58:36ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ 宮城県203 400 井島　秀志 01:58:37ｲｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県204 20 高橋　明 01:59:01ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 宮城県205 75 稲田　幸督 星光PMC 01:59:18ｲﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 宮城県206 67 浦田　雅之 01:59:26ｳﾗﾀ ﾏｻﾕｷ 兵庫県207 263 藤本　武士 01:59:35ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 埼玉県208 106 竹林　克也 01:59:44ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔ 宮城県209 96 泉　貴志 日本製紙㈱ 01:59:48ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ 宮城県210 131 田鎖　博巳 01:59:50ﾀｸﾞｻﾘ ﾋﾛﾐ 秋田県211 176 平　雄悦 笑福楽走会 02:00:09ﾀｲﾗ ﾕｳｴﾂ 宮城県212 395 山下　彰斗 東北学院大学 02:00:26ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾄ 宮城県213 396 二階堂　裕介 02:00:34ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 宮城県214 41 蒲田　哲哉 02:00:39ｶﾏﾀ ﾃﾂﾔ 神奈川県215 398 山中　裕輝 02:00:41ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ 埼玉県216 260 久保　直也 とら八ＲＣ 02:00:58ｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 東京都217 116 後藤　純 Amazon 02:01:08ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県218 77 伊藤　悟郎 アザラシ牧場 02:01:16ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 宮城県219 71 高橋　洋行 02:01:21ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 宮城県220 254 高橋　勝美 02:01:37ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ 宮城県221 429 佐藤　健汰 02:01:47ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 宮城県222 280 中山　ゆたか AIG RC 02:01:59ﾅｶﾔﾏ ﾕﾀｶ 東京都223 433 大塚　卓美 02:02:00ｵｵﾂｶ ﾀｸﾐ 宮城県224 37 武者　文幸 02:02:07ﾑｼｬ ﾌﾐﾕｷ 宮城県225 53 木村　真人 まひと内科 02:02:16ｷﾑﾗ ﾏﾋﾄ 宮城県226 152 黒澤　大輔 02:02:18ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県227 311 細川　泰範 古川支援学校 02:02:25ﾎｿｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 宮城県228 320 寺島　慎二 02:02:35ﾃﾗｼﾏ ｼﾝｼﾞ 宮城県229 180 山本　直己 02:02:46ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 宮城県230 181 角田　稔 石巻市別室電気 02:02:47ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾉﾙ 宮城県231 3 阿部　昭一 マスターズ 02:02:58ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 宮城県232 61 太田　弥 02:03:01ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ 宮城県233 265 田中　敏弘 02:03:03ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県234 64 藤井　雄一 チーム悪石島 02:03:05ﾌｼﾞｲ ﾕｳｲﾁ 東京都235 217 平沼　隆志 チーム法円坂 02:03:06ﾋﾗﾇﾏ ﾀｶｼ 大阪府236 203 田中　宗春 02:03:12ﾀﾅｶ ﾑﾈﾊﾙ 宮城県237 132 小椋　雅隆 02:03:21ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾀｶ 宮城県238 408 野口　幸太郎 02:03:23ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 宮城県239 129 熊谷　裕二 02:03:27ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｼﾞ 宮城県240 99 平井　学ぶ 02:03:33ﾋﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ 福島県241 33 小野　勝志 ＲＥＳＰＥＣＴ 02:03:39ｵﾉ ｶﾂｼ 埼玉県242 205 森　茂雄 荒川ＲＵＮ 02:03:41ﾓﾘ ｼｹﾞｵ 宮城県243 430 伊藤　伸二 横丁RC 02:03:49ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 東京都244 247 伊藤　功宏 02:03:50ｲﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 東京都245 461 及川　浩章 トヨタ自動車東日本株式会社 02:03:50ｵｲｶﾜ ﾋﾛｱｷ 岩手県246 423 石橋　史弥 02:04:04ｲｼﾊﾞｼ ﾌﾐﾔ 宮城県247 82 増田　健一 SKAC 02:04:11ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都248 38 池田　浩幸 02:04:21ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県249 402 野中　研司 02:04:32ﾉﾅｶ ｹﾝｼﾞ 愛媛県250 279 田中　昌樹 カンテレ 02:04:32ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 兵庫県print:2016/11/06 17:43:45 5/8 ページTimed by　アイサム
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ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上

カナ 都市名251 92 松本　健三 02:04:37ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 宮城県252 80 小田　暁 02:04:51ｵﾀﾞ ｻﾄｼ 宮城県253 435 西野　徹 02:05:00ﾆｼﾉ ﾄｵﾙ 宮城県254 328 成沢　琢朗 4Dクラブ 02:05:08ﾅﾘｻﾜ ﾀｸﾛｳ 愛知県255 451 長瀬　久蔵 トヨタ自動車東日本株式会社 02:05:14ﾅｶﾞｾ ｷｭｳｿﾞｳ 宮城県256 450 森　英高 ミズノ株式会社 02:05:18ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 東京都257 166 谷口　昌弘 02:05:24ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 宮城県258 463 佐藤　達 GAZ 02:05:26ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 宮城県259 358 菊田　駿 02:05:29ｷｸﾀ ｼｭﾝ 宮城県260 234 池田　裕行 02:05:30ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都261 456 武富　剛士 トヨタ自動車東日本株式会社 02:05:45ﾀｹﾄﾐ ﾂﾖｼ 宮城県262 142 小山　雄一 02:06:00ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都263 44 五十嵐　功 02:06:01ｲｶﾗｼ ｲｻｵ 福島県264 195 布田　忠平 仙台鉄人会 02:06:04ﾌﾀﾞ ﾁｭｳﾍｲ 宮城県265 321 郡川　雄輔 02:06:10ｺｵﾘｶﾜ ﾕｳｽｹ 宮城県266 335 佐藤　理 02:06:11ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 宮城県267 269 熊谷　博 02:06:16ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ 宮城県268 112 岩渕　竜也 02:06:27ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀﾂﾔ 宮城県269 421 尾形　駿悟 02:06:39ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｺﾞ 宮城県270 375 大槻　司 02:06:41ｵｵﾂｷ ﾂｶｻ 宮城県271 457 齋藤　久紀 トヨタ自動車東日本株式会社 02:07:05ｻｲﾄｳ ﾋｻﾉﾘ 宮城県272 275 長崎　光良 馬場ヘッズ 02:07:08ﾅｶﾞｻｷ ﾐﾂﾖｼ 東京都273 86 中條　昌洋 02:07:14ﾅｶｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ 群馬県274 290 遠山　昌平 02:07:14ﾄｵﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 宮城県275 107 上野　英律 02:07:26ｳｴﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県276 27 門岡　憲彦 02:07:32ｶﾄﾞｵｶ ﾉﾘﾋｺ 宮城県277 272 田口　隆司 02:07:34ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 宮城県278 441 佐久間　隆次 GAZ 02:08:14ｻｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 宮城県279 309 加藤　悟郎 02:08:21ｶﾄｳ ｺﾞﾛｳ 東京都280 159 飯田　克也 02:08:26ｲｲﾀﾞ ｶﾂﾔ 宮城県281 151 中橋　スティーブン 02:08:38ﾅｶﾊｼ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ 宮城県282 241 平塚　健二 02:08:48ﾋﾗﾂｶ ｹﾝｼﾞ 神奈川県283 158 谷口　善裕 ★チーム石巻★ 02:08:52ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 東京都284 199 阿部　好壮 02:09:20ｱﾍﾞ ﾖｼﾀｹ 宮城県285 26 篠澤　祐悦 ネクスコトール 02:09:29ｼﾉｻﾞﾜ ﾕｳｴﾂ 宮城県286 393 石黒　圭祐 02:09:33ｲｼｸﾛ ｹｲｽｹ 宮城県287 153 加藤　智行 02:09:34ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 宮城県288 291 青木　重典 ちはや 02:09:39ｱｵｷ ｼｹﾞﾉﾘ 東京都289 51 村井　浩二 びぎん 02:09:54ﾑﾗｲ ｺｳｼﾞ 大阪府290 231 児玉　政光 02:09:58ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾐﾂ 青森県291 287 高橋　祥二 02:10:11ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 宮城県292 355 荒木　祐太朗 02:10:14ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 宮城県293 110 後藤　裕之 02:10:24ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県294 226 田村　隆昭 伊達酔走楽部 02:10:36ﾀﾑﾗ ﾀｶｱｷ 宮城県295 382 茂木　裕史 02:10:39ﾓｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ 宮城県296 197 佐藤　祥 02:10:56ｻﾄｳ ｼｮｳ 宮城県297 267 西村　浩瑞 02:11:07ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾐｽﾞ 東京都298 364 小野　太遵 02:11:11ｵﾉ ﾀｶﾕｷ 宮城県299 172 近江　孝紀 02:11:12ｵｳﾐ ｺｳｷ 宮城県300 387 佐藤　洸斗 02:11:14ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 宮城県print:2016/11/06 17:43:45 6/8 ページTimed by　アイサム
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ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上

カナ 都市名301 5 鈴木　重親 石巻タートル 02:11:26ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾁｶ 宮城県302 103 綿引　良夫 02:11:29ﾜﾀﾋｷ ﾖｼｵ 山形県303 83 奥田　正浩 仙台小林製薬 02:11:42ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県304 338 宗円　典久 日本製紙RC 02:11:58ｿｳｴﾝ ﾉﾘﾋｻ 千葉県305 416 伏見　周也 02:12:04ﾌｼﾐ ｼｭｳﾔ 京都府306 124 眞山　駿一 クロフネ 02:12:12ﾏﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県307 308 原　泰芳 02:12:13ﾊﾗ ﾔｽﾖｼ 宮城県308 381 白石　瞭太 02:12:17ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾀ 宮城県309 56 長谷川　浩 東北電力 02:12:17ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 宮城県310 57 小林　武彦 02:12:20ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋｺ 宮城県311 305 日野　淳 02:12:22ﾋﾉ ｱﾂｼ 東京都312 391 佐藤　篤 02:12:36ｻﾄｳ ｱﾂｼ 宮城県313 185 横山　直樹 02:12:48ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｷ 岐阜県314 312 佐藤　敏穂 02:12:54ｻﾄｳ ﾄｼﾎ 宮城県315 301 南野　正樹 パナソニック 02:13:18ﾅﾝﾉ ﾏｻｷ 大阪府316 243 鈴木　達也 ニューフレンド 02:13:33ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 宮城県317 148 大田　卓也 02:13:36ｵｵﾀ ﾀｸﾔ 埼玉県318 388 堀井　周也 02:13:45ﾎﾘｲ ｼｭｳﾔ 宮城県319 427 安川　大河 02:13:56ﾔｽｶﾜ ﾀｲｶﾞ 宮城県320 350 木野村　龍 02:14:29ｷﾉﾑﾗ ﾘｭｳ 宮城県321 127 黒須　慎矢 石巻AC 02:14:42ｸﾛｽ ｼﾝﾔ 宮城県322 198 阿部　惣太 02:14:45ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 宮城県323 22 福来　義明 なし 02:14:48ﾌｸﾗｲ ﾖｼｱｷ 宮城県324 314 福田　光 02:14:49ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 神奈川県325 236 寒河江　克昌 02:14:52ｻｶﾞｴ ｶﾂﾏｻ 埼玉県326 438 中郡　秀孝 02:14:52ﾅｶｺﾞｵﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 宮城県327 187 松川　健一 02:14:54ﾏﾂｶﾜ ｹﾝｲﾁ 秋田県328 69 堀越　圭一郎 Kaede 02:15:02ﾎﾘｺｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 山形県329 206 山田　耕作 ポレポレクラブ 02:15:24ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｻｸ 宮城県330 156 佐立　悠馬 02:15:24ｻﾀﾁ ﾕｳﾏ 宮城県331 403 霜山　清 02:15:28ｼﾓﾔﾏ ｷﾖｼ 宮城県332 295 佐藤　俊介 02:15:53ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 宮城県333 258 辻村　明津司 02:16:03ﾂｼﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 愛知県334 4 高橋　安美 02:16:16ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾐ 宮城県335 40 小谷　和彦 TBSランブー 02:16:18ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 東京都336 222 藤田　徹也 runboo 02:16:19ﾌｼﾞﾀ ﾃﾂﾔ 神奈川県337 341 大友　圭介 02:16:19ｵｵﾄﾓ ｹｲｽｹ 宮城県338 251 松原　由紀夫 ＰＲＣ 02:16:28ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｷｵ 福島県339 221 菊池　正芳 02:16:52ｷｸﾁ ﾏｻﾖｼ 東京都340 442 戸村　脩人 GAZ 02:17:04ﾄﾑﾗ ｼｭｳﾄ 宮城県341 202 本吉　正 タートルクラブ 02:17:18ﾓﾄﾖｼ ﾀﾀﾞｼ 宮城県342 191 野田　和好 02:17:22ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 宮城県343 30 渡邊　任 リスペクトの 02:17:22ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ 宮城県344 11 佐藤　康仁 （株）佐藤石油 02:17:35ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾄ 宮城県345 409 沼田　直宏 02:17:38ﾇﾏﾀ ﾅｵﾋﾛ 宮城県346 343 菱田　祐太 02:18:36ﾋｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 宮城県347 189 戸松　裕泰 オフィスＡ 02:18:43ﾄﾏﾂ ﾋﾛﾔｽ 北海道348 296 佐々木　俊太郎 02:19:10ｻｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 宮城県349 281 岸野　秀一 02:19:36ｷｼﾉ ｼｭｳｲﾁ 宮城県350 259 伊藤　昌宏 SJNK 02:20:10ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 宮城県print:2016/11/06 17:43:45 7/8 ページTimed by　アイサム



第2回いしのまき復興マラソン 2016/11/06
順位 氏名 所属クラブ 記録ゼッケン

ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上ハーフマラソン男子18歳以上

カナ 都市名351 10 木村　洋一 石巻タートルＣ 02:21:31ｷﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 宮城県352 428 大嶋　貴志 02:21:56ｵｵｼﾏ ﾀｶｼ 宮城県353 368 豊田　新司 02:22:01ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 宮城県354 79 西村　義雄 02:22:48ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｵ 東京都355 380 青柳　光輝 02:23:11ｱｵﾔｷﾞ ｺｳｷ 宮城県356 466 三浦　裕一郎 豊川市防災対策 02:23:25ﾐｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県357 374 鈴木　寛生 02:23:46ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 宮城県358 373 高橋　和樹 ゴールドボール 02:23:52ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 宮城県359 386 高橋　克弥 大学生 02:24:06ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ 宮城県360 405 渡邊　颯也 02:24:10ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾔ 宮城県361 147 佐々木　光春 02:24:12ｻｻｷ ﾐﾂﾊﾙ 宮城県362 412 三戸　海斗 02:24:24ｻﾝﾉﾍ ｶｲﾄ 宮城県363 168 眞矢　翔平 02:24:38ﾏﾔ ｼｮｳﾍｲ 宮城県364 108 濱松　剛 石巻市役所 02:24:41ﾊﾏﾏﾂ ﾂﾖｼ 宮城県365 467 辺見　卓也 02:25:06ﾍﾝﾐ ﾀｸﾔ 宮城県366 346 上野　幸奈 02:25:36ｳｴﾉ ﾕｷﾅ 新潟県367 2 アレイ　ウィルソン 02:26:47ｱﾚｲ ｳｨﾙｿﾝ 宮城県368 394 香川　勇慈 02:26:48ｶｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 宮城県369 173 横橋　貴太 02:26:56ﾖｺﾊｼ ﾋﾛﾀｶ 宮城県370 194 阿部　雅信 ブキヨウ 02:27:05ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 宮城県371 426 佐藤　孝気 02:27:22ｻﾄｳ ｺｳｷ 宮城県372 464 千葉　基生 02:27:34ﾁﾊﾞ ﾓﾄｷ 宮城県373 237 松浦　英樹 02:27:34ﾏﾂｳﾗ ﾋﾃﾞｷ 宮城県374 270 飛田　和利 神狐もりあげ隊 02:28:18ﾋﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 愛知県375 150 千葉　靖 02:28:47ﾁﾊﾞ ﾔｽｼ 宮城県376 276 長澤　義文 02:29:09ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾌﾐ 宮城県377 371 渡邊　裕太 クロフネ 02:29:13ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 宮城県378 390 小野寺　真諒 02:29:29ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｱｷ 宮城県379 376 青木　勇達 東北学院大学 02:29:30ｱｵｷ ﾕｳﾄ 宮城県380 316 遠藤　学 02:30:02ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県381 47 横尾　博臣 02:30:53ﾖｺｵ ﾋﾛﾄﾐ 兵庫県382 324 津田　雄大 02:30:57ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 宮城県383 13 中村　広斗志 02:32:04ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 宮城県384 334 鈴木　伸輔 02:33:04ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ 宮城県385 372 都鳥　和貴 東北学院大学 02:34:43ﾄﾄﾞﾘ ｶｽﾞｷ 宮城県386 330 前田　剛 02:34:46ﾏｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 宮城県387 303 藤田　教亨 02:34:47ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｱｷ 千葉県388 35 礒辺　浩 アボット福走会 02:34:47ｲｿﾍﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県389 39 千葉　隆志 02:35:14ﾁﾊﾞ ﾀｶｼ 宮城県390 361 永井　一磨 02:35:30ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾏ 宮城県391 465 伊藤　右悟 02:36:04ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 宮城県392 326 赤井　優 クロフネ 02:36:44ｱｶｲ ﾏｻﾙ 宮城県393 255 乾　正 02:37:04ｲﾇｲ ﾀﾀﾞｼ 大阪府394 352 大崎　敬明 02:37:11ｵｵｻｷ ﾀｶｱｷ 福島県395 370 神崎　広夢 石巻市役所 02:39:08ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 宮城県396 171 米川　浩 ㈱小泉東北 02:39:51ﾖﾈｶﾜ ﾋﾛｼ 宮城県397 253 天野　通也 ＰＲＣ 02:41:31ｱﾏﾉ ﾐﾁﾔ 福島県398 367 羽賀　慧 02:43:13ﾊｶﾞ ｻﾄｼ 宮城県399 354 阿部　秀照 02:43:36ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾃﾙ 宮城県print:2016/11/06 17:43:45 8/8 ページTimed by　アイサム


