
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

10km一般男子50歳以上10km一般男子50歳以上10km一般男子50歳以上10km一般男子50歳以上

カナ 都市名1 1436 吉田　実 00:40:18ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 宮城県2 1443 平塚　渉 仙台小鶴汗走会 00:41:49ﾋﾗﾂｶ ﾜﾀﾙ 宮城県3 1461 髙橋　俊郎 迫リコーＲＣ 00:43:33ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾛｳ 宮城県4 1407 白鳥　文祐 迫リコーＲＣ 00:44:44ｼﾗﾄﾘ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県5 1492 荒川　一也 00:45:48ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾔ 宮城県6 1463 鹿野　八弥 鳴瀬走ろう会 00:45:59ｶﾉ ﾊﾁﾔ 宮城県7 1402 平塚　孝行 鳴瀬走ろう会 00:46:05ﾋﾗﾂｶ ﾀｶﾕｷ 宮城県8 1470 岡　伸彦 ＪＡいしのまき 00:46:09ｵｶ ﾉﾌﾞﾋｺ 宮城県9 1459 金本　一弘 迫リコーＲＣ 00:46:53ｶﾅﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県10 1446 深瀬　繁男 00:47:03ﾌｶｾ ｼｹﾞｵ 宮城県11 1489 池内　一志 00:47:04ｲｹｳﾁ ｶｽﾞｼ 神奈川県12 1495 志賀　信二 迷走会 00:47:56ｼｶﾞ ｼﾝｼﾞ 宮城県13 1415 伊藤　喜多男 00:48:18ｲﾄｳ ｷﾀｵ 宮城県14 1432 矢野　正 とめレク協会 00:48:44ﾔﾉ ﾀﾀﾞｼ 宮城県15 1490 森　裕史 クロフネ 00:50:05ﾓﾘ ﾋﾛｼ 宮城県16 1460 成田　豊勝 ＭＰＲＣ 00:50:47ﾅﾘﾀ ﾄﾖｶﾂ 宮城県17 1438 小野寺　浩 00:51:02ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ 宮城県18 1401 菊地　秀勝 00:51:16ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｶﾂ 宮城県19 1445 手島　博文 00:51:25ﾃｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 宮城県20 1481 菅原　正一 00:51:29ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳｲﾁ 宮城県21 1419 佐々木　幸治 ＭＰＲＣ 00:51:37ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 宮城県22 1498 小山　千花人 00:51:37ｵﾔﾏ ﾁｶﾄ 宮城県23 1410 今野　昌利 ザ・完走 00:51:55ｺﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 宮城県24 1466 宮内　喜美夫 00:52:08ﾐﾔｳﾁ ｷﾐｵ 新潟県25 1501 及川　和則 00:52:25ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県26 1411 瀬ヶ沼　忍 タイムオーバー 00:52:26ｾｶﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 宮城県27 1448 佐藤　謙一 んビストロＲＣ 00:52:57ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 宮城県28 1472 菅原　雅浩 00:53:29ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 宮城県29 1431 松尾　孝久 00:54:28ﾏﾂｵ ﾀｶﾋｻ 東京都30 1408 野家　数夫 登米百走会 00:54:29ﾉｲｴ ｶｽﾞｵ 宮城県31 1403 児嶋　宗雄 00:54:38ｺｼﾞﾏ ﾑﾈｵ 宮城県32 1420 佐藤　吉壽 00:54:54ｻﾄｳ ﾖｼﾋｻ 宮城県33 1434 松井　隆弘 T 00:55:02ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 宮城県34 1442 青山　洋之 00:55:21ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都35 1440 鈴木　克彦 00:56:05ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 岩手県36 1418 安倍　秀一 00:56:21ｱﾝﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 宮城県37 1437 丹治　宏明 00:56:32ﾀﾝｼﾞ ﾋﾛｱｷ 宮城県38 1487 及川　充 チーム夢 00:56:47ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾙ 宮城県39 1433 千葉　裕昭 損保ジャパン 00:56:49ﾁﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 宮城県40 1447 内海　義一 うっちーず 00:56:51ｳﾂﾐ ﾖｼｶｽﾞ 宮城県41 1441 吉田　慎一 00:56:52ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 宮城県42 1452 古山　和夫 00:56:53ﾌﾙﾔﾏ ｶｽﾞｵ 宮城県43 1417 澤田　和廣 00:56:56ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県44 1450 高嶋　敞 Ｏ・Ｎ・Ｒ・Ｃ 00:56:57ﾀｶｼﾏ ﾀｶｼ 宮城県45 1422 鳴海　惠一 00:57:04ﾅﾙﾐ ｹｲｲﾁ 宮城県46 1428 石塚　信吉 郵政福祉 00:57:08ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾌﾞﾖｼ 宮城県47 1449 平塚　真一郎 MKSC 00:57:54ﾋﾗﾂｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宮城県48 1468 星　庄次 協業組合美里 00:58:23ﾎｼ ｼｮｳｼﾞ 宮城県49 1503 条　洋 00:58:39ｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 宮城県50 1479 二宮　健次 00:58:42ﾆﾉﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 宮城県print:2016/11/06 17:47:41 1/2 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

10km一般男子50歳以上10km一般男子50歳以上10km一般男子50歳以上10km一般男子50歳以上

カナ 都市名51 1412 鈴木　成夫 女川ジョガーズ 00:58:48ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ 宮城県52 1416 竹本　明裕 00:58:55ﾀｹﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 宮城県53 1425 高井　八郎 橘北走ろう会 00:59:25ﾀｶｲ ﾊﾁﾛｳ 神奈川県54 1464 佐々木　徳一 仙台走ろう会 00:59:52ｻｻｷ ﾉﾘｶｽﾞ 宮城県55 1421 石川　欽一 01:00:00ｲｼｶﾜ ｷﾝｲﾁ 宮城県56 1424 須藤　仁 01:00:05ｽﾄｳ ﾋﾄｼ 宮城県57 1467 山下　薫 01:00:20ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾙ 宮城県58 1409 須藤　篤 01:00:33ｽﾄｳ ｱﾂｼ 宮城県59 1454 伊藤　圭一 大崎市役所 01:00:36ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 宮城県60 1499 高本　エリック 01:00:44ﾀｶﾓﾄ ｴﾘｯｸ 宮城県61 1471 堀之内　宏行 絆ｆｒｏｍ鈴鹿 01:01:25ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 三重県62 1453 中村　和裕 01:01:33ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県63 1465 山口　英友 01:01:35ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ 東京都64 1451 坂井　正行 荒野ランナーズ 01:03:07ｻｶｲ ﾏｻﾕｷ 新潟県65 1480 阿部　徹 荒野ランナーズ 01:03:07ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 新潟県66 1476 日地谷　壽夫 01:03:08ﾋﾁﾞﾔ ﾄｼｵ 宮城県67 1482 佐々木　耕志 フリーバード 01:03:12ｻｻｷ ｺｳｼ 神奈川県68 1423 新井　弘美 01:03:39ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 宮城県69 1486 上地　安郁 01:04:13ｳｴﾁ ﾔｽﾌﾐ 沖縄県70 1494 大平　直也 01:04:25ｵｵﾋﾗ ﾅｵﾔ 千葉県71 1496 清水　八八郎 01:04:50ｼﾐｽﾞ ﾔﾊﾁﾛｳ 宮城県72 1478 山口　俊克 01:04:59ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｶﾂ 宮城県73 1457 阪口　巖夫 ゆっくり～ず 01:05:01ｻｶｸﾞﾁ ｲﾜｵ 宮城県74 1426 小山　信一 01:05:05ｵﾔﾏ ﾉﾌﾞｶﾂ 岩手県75 1474 竹俣　正之 走る貯金 01:05:06ﾀｹﾏﾀ ﾏｻﾕｷ 宮城県76 1404 加藤　助夫 石巻タートル 01:05:28ｶﾄｳ ｽｹｵ 宮城県77 1406 安部　吉男 01:06:04ｱﾝﾍﾞ ﾖｼｵ 宮城県78 1485 加藤　寛 01:07:46ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 宮城県79 1483 根木　賀明 01:07:50ﾈｷﾞ ﾖｼｱｷ 愛知県80 1484 今野　裕之 01:10:11ｺﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 宮城県81 1475 河原　正史 01:10:26ｶﾜﾊﾗ ﾏｻｼ 東京都82 1444 菅松　良孝 石高ヨット部 01:10:55ｽｶﾞﾏﾂ ﾖｼﾀｶ 宮城県83 1458 高野　清英 じゃぐりんぐ 01:11:10ﾀｶﾉ ｷﾖﾋﾃﾞ 福島県84 1502 齋藤　吉政 01:11:33ｻｲﾄｳ ﾖｼﾏｻ 宮城県85 1405 阿部　秀敏 仙台ＳＭＣ 01:13:29ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 宮城県86 1429 相澤　進 01:13:43ｱｲｻﾞﾜ ｽｽﾑ 埼玉県87 1477 小野　芳男 01:14:31ｵﾉ ﾖｼｵ 宮城県88 1493 伊藤　道宏 01:15:51ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾛ 宮城県89 1427 南舘　勇喜夫 01:16:02ﾐﾅﾐﾀﾃ ﾕｷｵ 宮城県90 1456 成瀬　雄二 01:18:54ﾅﾙｾ ﾕｳｼﾞ 神奈川県91 1455 久松　薫 01:18:54ﾋｻﾏﾂ ｶｵﾙ 神奈川県
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