
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

5km高校・一般男子49歳以下5km高校・一般男子49歳以下5km高校・一般男子49歳以下5km高校・一般男子49歳以下

カナ 都市名1 2098 相澤　賢 石巻ＲＣ 00:16:53アイザワ　ケン 宮城県2 2096 遠藤　佑弥 ㈱宮崎建設 00:17:03ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 宮城県3 2034 齋藤　晃彦 ㈱宮崎建設 00:17:10ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ 宮城県4 2094 岡田　優也 ㈱宮崎建設 00:17:16ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 宮城県5 2095 大友　理貴 ㈱宮崎建設 00:17:24ｵｵﾄﾓ ﾘｷ 宮城県6 2050 鈴木　勇汰郎 00:17:28ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 宮城県7 2036 庄司　将司 ㈱宮崎建設 00:17:33ｼｮｳｼﾞ ﾏｻｼ 宮城県8 2038 渥美　涼太 00:17:52ｱﾂﾐ ﾘｮｳﾀ 宮城県9 2093 石川　英樹 ㈱宮崎建設 00:17:58ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 宮城県10 2097 佐藤　翔太 ㈱宮崎建設 00:18:00ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮城県11 2024 佐々木　健彦 佐々木ウエス 00:18:07ｻｻｷ ﾀｹﾋｺ 宮城県12 2020 及川　慶人 走る旅人 00:18:16ｵｲｶﾜ ﾖｼﾄ 宮城県13 2055 五十嵐　真 SWAC 00:19:01ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ 東京都14 2035 鈴木　誠人 ㈱宮崎建設 00:19:19ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 宮城県15 2086 佐藤　慎二 00:19:37ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 宮城県16 2003 細田　貴映 00:20:32ﾎｿﾀﾞ ﾀｶｱｷ 宮城県17 2037 浅野　恒哉 日本製紙（株） 00:20:47ｱｻﾉ ｺｳﾔ 宮城県18 2009 阿部　文洋 00:21:17ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県19 2088 谷地　武 00:21:46ﾔﾁ ﾀｹｼ 宮城県20 2002 阿部　努 00:21:58ｱﾍﾞ ﾂﾄﾑ 宮城県21 2074 佐藤　諒 00:22:22ｻﾄｳ ﾘｮｳ 岩手県22 2079 遠藤　賢 石巻ＩＤ 00:23:02ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝ 宮城県23 2082 岡　智也 石巻ＩＤ 00:23:39ｵｶ ﾄﾓﾔ 宮城県24 2016 八巻　伸好 00:23:45ﾔﾏｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 宮城県25 2078 上河　優輝 00:23:57ｶﾐｶﾜ ﾕｳｷ 宮城県26 2025 光澤　博 00:24:30ｺｳｻﾜ ﾋﾛｼ 宮城県27 2060 菅野　浩之 00:24:51ｶﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 宮城県28 2062 鈴木　隆之 00:25:20ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 宮城県29 2013 武山　賢二郎 宮城県警 00:25:29ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ 宮城県30 2064 石山　輝薫 00:25:30ｲｼﾔﾏ ﾃﾙﾖｼ 宮城県31 2051 大場　勝護 石巻ＩＤ 00:25:46ｵｵﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 宮城県32 2092 阿部　友嗣 日本製紙㈱ 00:26:16ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 宮城県33 2007 及川　義人 00:26:32ｵｲｶﾜ ﾖｼﾄ 宮城県34 2056 福知　健 00:27:26ﾌｸﾁ ﾀｹｼ 京都府35 2084 須浪　知亮 00:27:26ｽﾅﾐ ﾄﾓｱｷ 京都府36 2054 大倉　隆志 00:27:46ｵｵｸﾗ ﾀｶｼ 宮城県37 2046 西久保　信輔 松尾建設（株） 00:27:49ﾆｼｸﾎﾞ ｼﾝｽｹ 宮城県38 2067 木見田　裕喜 00:27:49ｷﾐﾀﾞ ﾕｳｷ 東京都39 2017 渥美　寛文 00:28:11ｱﾂﾐ ﾋﾛﾌﾐ 宮城県40 2019 小塚　晋也 カジマＲＣ 00:28:24ｺﾂﾞｶ ｼﾝﾔ 宮城県41 2021 浅利　雄太郎 カジマＲＣ 00:28:24ｱｻﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 宮城県42 2065 久村　憲一郎 クロフネ 00:28:27ﾋｻﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県43 2047 門間　義昭 00:28:45ﾓﾝﾏ ﾖｼｱｷ 宮城県44 2001 豊島　徹 00:28:55ﾄﾖｼﾏ ﾄｵﾙ 東京都45 2015 武藤　隆三 00:29:12ﾑﾄｳ ﾘｭｳｿﾞｳ 宮城県46 2099 粟田　雄太郎 00:29:31ｱﾜﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 宮城県47 2029 永沢　祐介 00:29:35ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 宮城県48 2031 紺野　昌弘 00:29:39ｺﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ 宮城県49 2075 宮城　峻介 00:29:39ﾐﾔｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 宮城県50 2042 髙橋　亘 00:29:41ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 宮城県print:2016/11/06 17:48:15 1/2 ページTimed by　アイサム
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5km高校・一般男子49歳以下5km高校・一般男子49歳以下5km高校・一般男子49歳以下5km高校・一般男子49歳以下

カナ 都市名51 2008 安井　顕 松尾建設（株） 00:29:50ﾔｽｲ ｹﾝ 宮城県52 2087 北村　諒 00:29:51ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 宮城県53 2070 小島　知弥 00:30:17ｱﾗｲ ﾄﾓﾔ 千葉県54 2044 大木　康志 00:30:20ｵｵｷ ﾔｽｼ 宮城県55 2033 佐藤　秀隆 00:30:22ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ 宮城県56 2010 佐々木　俊行 カジマＲＣ 00:30:31ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 宮城県57 2061 亀井　貴憲 00:31:11ｶﾒｲ ﾀｶﾉﾘ 宮城県58 2041 氏家　隆広 00:31:24ｳｼﾞｲｴ ﾀｶﾋﾛ 宮城県59 2057 荒井　清志 00:31:31ｱﾗｲ ｷﾖｼ 千葉県60 2023 原井　直人 カジマＲＣ 00:31:48ﾊﾗｲ ﾅｵﾄ 宮城県61 2053 池田　裕人 00:31:56ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ 宮城県62 2011 田原　摂 00:32:22ﾀﾊﾞﾙ ｵｻﾑ 宮城県63 2027 小林　雄二 00:32:40ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 山形県64 2012 鈴木　涼太 00:33:10ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 宮城県65 2077 ニーシャン　トッド 00:33:40ﾆｰｼｬﾝ ﾄｯﾄﾞ 宮城県66 2030 三浦　亮 00:34:38ﾐｳﾗ ﾘｮｳ 宮城県67 2014 新沼　雄一郎 00:35:37ﾆｲﾇﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮城県68 2058 宮崎　信 00:36:01ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝ 東京都69 2085 高橋　宏治 00:36:47ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 山形県70 2043 大場　浩史 00:36:58ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｼ 宮城県71 2028 稲富　翔太 00:37:14ｲﾅﾄﾐ ｼｮｳﾀ 宮城県72 2026 吉井　信 00:38:33ﾖｼｲ ﾏｺﾄ 千葉県73 2040 藤田　圭 00:39:48ﾌｼﾞﾀ ｹｲ 宮城県74 2039 木村　嘉宏 00:39:49ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 宮城県75 2005 吉田　涼平 00:39:49ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 宮城県76 2006 佐々木　凌馬 00:39:49ｻｻｷ ﾘｮｳﾏ 宮城県77 2004 後藤　瑞貴 00:39:49ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 宮城県78 2083 三浦　千尭 石巻ＩＤ 00:40:30ﾐｳﾗ ﾕｷﾀｶ 宮城県
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