
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

3km中学生男子3km中学生男子3km中学生男子3km中学生男子

カナ 都市名1 3001 芳野　裕哉 00:10:52ﾖｼﾉ ﾕｳﾔ 宮城県2 3002 牛澤　大雅 幸町中学校 00:11:33ｳｼｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 宮城県3 3129 阿部　凜 石巻市立渡波中学校 00:11:38ｱﾍﾞ ﾘﾝ 宮城県4 3005 高橋　渚生 00:11:39ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 宮城県5 3066 日野　天翔 石巻市立渡波中学校 00:11:53ﾋﾉ ﾂﾊﾞｻ 宮城県6 3118 大宮　佑仁 石巻市立渡波中学校 00:11:55ｵｵﾐﾔ ﾕｳｼﾞﾝ 宮城県7 3017 髙橋　諒也 石巻市立渡波中学校 00:12:20ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾔ 宮城県8 3004 佐藤　直哉 米山中学校 00:12:24ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 宮城県9 3119 大和田　祐志 石巻市立渡波中学校 00:12:36ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 宮城県10 3080 日妻　廉 石巻市立渡波中学校 00:12:38ﾋﾂﾞﾏ ﾚﾝ 宮城県11 3116 遠藤　瑠祐玖 石巻市立渡波中学校 00:13:00ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｳｸ 宮城県12 3151 後藤　聖也 石巻市立渡波中学校 00:13:02ｺﾞﾄｳ ｾｲﾔ 宮城県13 3154 津田　正斗 石巻市立渡波中学校 00:13:10ﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 宮城県14 3145 阿部　航大 石巻市立渡波中学校 00:13:20ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 宮城県15 3122 末永　琉晟 石巻市立渡波中学校 00:13:28ｽｴﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 宮城県16 3132 小山　朔矢 石巻市立渡波中学校 00:13:29ｵﾔﾏ ｻｸﾔ 宮城県17 3125 鳴海　竜真 石巻市立渡波中学校 00:13:30ﾅﾙﾐ ﾘｮｳﾏ 宮城県18 3148 尾形　真輝 石巻市立渡波中学校 00:13:50ｵｶﾞﾀ ﾏｻｷ 宮城県19 3095 芳賀　悠太 石巻市立渡波中学校 00:13:56ﾊｶﾞ ﾕｳﾀ 宮城県20 3155 土田　瑠生 石巻市立渡波中学校 00:13:59ﾂﾁﾀﾞ ﾙｲ 宮城県21 3100 阿部　有真 石巻市立渡波中学校 00:14:00ｱﾍﾞ ﾕｳﾏ 宮城県22 3157 日野　翔斗 石巻市立渡波中学校 00:14:11ﾋﾉ ｼｮｳﾄ 宮城県23 3114 青木　聖龍 石巻市立渡波中学校 00:14:11ｱｵｷ ｾｲﾘｭｳ 宮城県24 3143 藤島　優冬 石巻市立渡波中学校 00:14:14ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 宮城県25 3101 阿部　伶星 石巻市立渡波中学校 00:14:27ｱﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ 宮城県26 3078 須田　大雅 石巻市立渡波中学校 00:14:27ｽﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 宮城県27 3104 内海　武 石巻市立渡波中学校 00:14:29ｳﾂﾐ ﾀｹﾙ 宮城県28 3082 森　啓汰 石巻市立渡波中学校 00:14:30ﾓﾘ ｹｲﾀ 宮城県29 3041 加藤　秀飛 石巻市立渡波中学校 00:14:47ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ 宮城県30 3136 佐藤　恭介 石巻市立渡波中学校 00:14:47ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ 宮城県31 3070 遠藤　一真 石巻市立渡波中学校 00:14:52ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 宮城県32 3007 阿部　愛斗 石巻市立渡波中学校 00:14:55ｱﾍﾞ ｱｲﾄ 宮城県33 3093 髙山　祐輔 石巻市立渡波中学校 00:15:26ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 宮城県34 3123 杉浦　雄介 石巻市立渡波中学校 00:15:30ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｽｹ 宮城県35 3091 鈴木　観大 石巻市立渡波中学校 00:15:35ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀﾞｲ 宮城県36 3089 斉藤　旭 石巻市立渡波中学校 00:15:40ｻｲﾄｳ ｱｻﾋ 宮城県37 3142 戸羽　瞭太 石巻市立渡波中学校 00:15:48ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 宮城県38 3020 渡部　真心 石巻市立渡波中学校 00:15:52ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 宮城県39 3158 阿部　拓海 石巻市立渡波中学校 00:16:04ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 宮城県40 3026 今出　昌汰 石巻市立渡波中学校 00:16:07ｲﾏﾃﾞ ｼｮｳﾀ 宮城県41 3046 嶋田　友 石巻市立渡波中学校 00:16:07ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ 宮城県42 3088 木村　海斗 石巻市立渡波中学校 00:16:12ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 宮城県43 3085 阿部　稜士 石巻市立渡波中学校 00:16:15ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 宮城県44 3147 遠藤　幹太 石巻市立渡波中学校 00:16:19ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 宮城県45 3135 木村　圭汰 石巻市立渡波中学校 00:16:19ｷﾑﾗ ｹｲﾀ 宮城県46 3126 新川　雄琉 石巻市立渡波中学校 00:16:20ﾆｲｶﾜ ﾀｹﾙ 宮城県47 3127 村松　倫喜 石巻市立渡波中学校 00:16:40ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓｷ 宮城県48 3072 小野寺　陵斗 石巻市立渡波中学校 00:16:56ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾄ 宮城県49 3117 及川　颯眞 石巻市立渡波中学校 00:16:58ｵｲｶﾜ ｿｳﾏ 宮城県50 3019 三浦　柊真 石巻市立渡波中学校 00:17:03ﾐｳﾗ ｼｭｳﾏ 宮城県print:2016/11/06 17:49:11 1/3 ページTimed by　アイサム
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カナ 都市名51 3121 菊地　絢 石巻市立渡波中学校 00:17:04ｷｸﾁ ｱﾔ 宮城県52 3043 菅野　太陽 石巻市立渡波中学校 00:17:06ｶﾝﾉ ﾀｲﾖｳ 宮城県53 3105 亀山　智広 石巻市立渡波中学校 00:17:16ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県54 3092 髙橋　楓大 石巻市立渡波中学校 00:17:16ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾄ 宮城県55 3106 工藤　歩夢 石巻市立渡波中学校 00:17:16ｸﾄﾞｳ ｱﾕﾑ 宮城県56 3120 奥田　陽斗 石巻市立渡波中学校 00:17:31ｵｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ 宮城県57 3149 小山　壮太 石巻市立渡波中学校 00:17:42ｵﾔﾏ ｿｳﾀ 宮城県58 3156 馬場　瑛喜 石巻市立渡波中学校 00:17:42ﾊﾞﾊﾞ ｴｲｷ 宮城県59 3059 佐々木　彰英 石巻市立渡波中学校 00:17:44ｻｻｷ ｼｮｳｴｲ 宮城県60 3139 髙橋　海斗 石巻市立渡波中学校 00:17:48ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 宮城県61 3034 半澤　燎 石巻市立渡波中学校 00:17:53ﾊﾝｻﾞﾜ ﾘｮｳ 宮城県62 3045 佐々木　尚希 石巻市立渡波中学校 00:17:58ｻｻｷ ﾅｵｷ 宮城県63 3014 佐藤　光 石巻市立渡波中学校 00:17:59ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 宮城県64 3033 千葉　和輝 石巻市立渡波中学校 00:17:59ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 宮城県65 3058 阿部　玲夢 石巻市立渡波中学校 00:18:00ｱﾍﾞ ﾚｲﾑ 宮城県66 3048 千田　悠斗 石巻市立渡波中学校 00:18:01ﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 宮城県67 3012 木村　丈滝 石巻市立渡波中学校 00:18:01ｷﾑﾗ ｼﾞｮｳﾀｷ 宮城県68 3146 阿部　伶音 石巻市立渡波中学校 00:18:06ｱﾍﾞ ﾚﾉﾝ 宮城県69 3152 小松　拓斗 石巻市立渡波中学校 00:18:06ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ 宮城県70 3113 森谷　公宥 石巻市立渡波中学校 00:18:07ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県71 3022 阿部　航平 石巻市立渡波中学校 00:18:09ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 宮城県72 3023 阿部　颯祐 石巻市立渡波中学校 00:18:27ｱﾍﾞ ｿｳｽｹ 宮城県73 3061 佐藤　優雅 石巻市立渡波中学校 00:18:43ｻﾄｳ ﾕｳｶﾞ 宮城県74 3069 渡辺　海里 石巻市立渡波中学校 00:19:02ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾘ 宮城県75 3094 土井　瑠樹 石巻市立渡波中学校 00:19:08ﾄﾞｲ ﾘｭｳｷ 宮城県76 3153 武山　拓睦 石巻市立渡波中学校 00:19:40ﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾐ 宮城県77 3099 阿部　拓海 石巻市立渡波中学校 00:19:50ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 宮城県78 3137 渋谷　伊吹 石巻市立渡波中学校 00:19:58ｼﾌﾞﾔ ｲﾌﾞｷ 宮城県79 3131 色川　祐磨 石巻市立渡波中学校 00:19:59ｲﾛｶﾜ ﾕｳﾏ 宮城県80 3036 矢口　悠月 石巻市立渡波中学校 00:20:27ﾔｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 宮城県81 3013 佐々木　琉成 石巻市立渡波中学校 00:20:28ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 宮城県82 3042 鎌田　航大 石巻市立渡波中学校 00:20:28ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 宮城県83 3021 阿部　希世輝 石巻市立渡波中学校 00:20:28ｱﾍﾞ ｷｾｷ 宮城県84 3050 野村　凌平 石巻市立渡波中学校 00:20:31ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 宮城県85 3134 雁部　蒼 石巻市立渡波中学校 00:20:53ｶﾞﾝﾍﾞ ｱｵｲ 宮城県86 3130 安藤　広飛 石巻市立渡波中学校 00:21:44ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 宮城県87 3138 鈴木　亮佑 石巻市立渡波中学校 00:21:45ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 宮城県88 3035 平塚　翔 石巻市立渡波中学校 00:21:59ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳ 宮城県89 3124 千葉　彰斗 石巻市立渡波中学校 00:22:15ﾁﾊﾞ ｱｷﾄ 宮城県90 3097 門馬　侑生 石巻市立渡波中学校 00:22:15ﾓﾝﾏ ﾕｳｾｲ 宮城県91 3090 杉浦　拳誠 石巻市立渡波中学校 00:22:15ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｾｲ 宮城県92 3144 阿部　圭右 石巻市立渡波中学校 00:22:25ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 宮城県93 3008 阿部　瑞希 石巻市立渡波中学校 00:22:44ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 宮城県94 3053 三浦　琉輝 石巻市立渡波中学校 00:22:44ﾐｳﾗ ﾘｭｳｷ 宮城県95 3027 亀山　賢心 石巻市立渡波中学校 00:22:46ｶﾒﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 宮城県96 3029 佐藤　瑠亮 石巻市立渡波中学校 00:22:48ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 宮城県97 3016 杉浦　岳登 石巻市立渡波中学校 00:22:48ｽｷﾞｳﾗ ｶﾞｸﾄ 宮城県98 3076 佐々木　柊哉 石巻市立渡波中学校 00:22:49ｻｻｷ ｼｭｳﾔ 宮城県99 3071 大澤　瑶 石巻市立渡波中学校 00:22:49ｵｵｻﾜ ﾖｳ 宮城県100 3040 小野　竣佑 石巻市立渡波中学校 00:23:07ｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 宮城県print:2016/11/06 17:49:11 2/3 ページTimed by　アイサム
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カナ 都市名101 3049 千葉　大雅 石巻市立渡波中学校 00:23:08ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾏｻ 宮城県102 3140 髙橋　大河 石巻市立渡波中学校 00:23:21ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ 宮城県103 3073 管野　綜太 石巻市立渡波中学校 00:23:30ｶﾝﾉ ｿｳﾀ 宮城県104 3063 髙橋　遼朱 石巻市立渡波中学校 00:23:30ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 宮城県105 3067 吉田　一登 石巻市立渡波中学校 00:23:34ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 宮城県106 3009 安部　佑哉 石巻市立渡波中学校 00:23:35ｱﾝﾍﾞ ﾕｳﾔ 宮城県107 3065 日野　匠太郎 石巻市立渡波中学校 00:23:35ﾋﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 宮城県108 3102 石田　裕介 石巻市立渡波中学校 00:23:35ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 宮城県109 3057 阿部　凜太郎 石巻市立渡波中学校 00:23:36ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 宮城県110 3068 吉田　航太 石巻市立渡波中学校 00:23:36ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 宮城県111 3083 和田　恵佑 石巻市立渡波中学校 00:23:36ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 宮城県112 3044 小菅　志恩 石巻市立渡波中学校 00:23:47ｺｽｹﾞ ｼｵﾝ 宮城県113 3075 佐々木　海吏 石巻市立渡波中学校 00:23:47ｻｻｷ ｶｲﾘ 宮城県114 3030 鈴木　世羅 石巻市立渡波中学校 00:23:51ｽｽﾞｷ ｾﾗ 宮城県115 3062 志摩　龍神 石巻市立渡波中学校 00:24:18ｼﾏ ﾘｭｳｼﾝ 宮城県116 3077 佐藤　航大 石巻市立渡波中学校 00:24:29ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 宮城県117 3056 阿部　夢叶 石巻市立渡波中学校 00:24:30ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 宮城県118 3098 浅野　悠 石巻市立渡波中学校 00:25:05ｱｻﾉ ﾕｳ 宮城県119 3047 清水　一希 石巻市立渡波中学校 00:25:05ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 宮城県120 3010 植木　詩音 石巻市立渡波中学校 00:25:32ｳｴｷ ｼｵﾝ 宮城県121 3074 小林　晃大 石巻市立渡波中学校 00:26:32ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾄ 宮城県122 3081 福島　弘明 石巻市立渡波中学校 00:26:33ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｱｷ 宮城県123 3039 浅野　匠杜 石巻市立渡波中学校 00:29:03ｱｻﾉ ﾀｸﾄ 宮城県124 3055 阿部　翔 石巻市立渡波中学校 00:33:00ｱﾍﾞ ｼｮｳ 宮城県125 3064 千田　崚斗 石巻市立渡波中学校 00:42:31ﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 宮城県
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