
第3回いしのまき復興マラソン 2017/06/18
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 5024 高橋　正樹 00:08:32ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 宮城県高橋　ひより ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ2 5015 阿部　達也 00:08:36ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県阿部　敏人 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ3 5031 杉浦　康之 00:08:48ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾕｷ 宮城県杉浦　詩太 ｳﾀ4 5042 髙橋　透 00:09:10ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 宮城県髙橋　颯希 ﾀｶﾊｼ ｿｳｷ5 5038 佐々木　茂夫 00:09:25ｻｻｷ ｼｹﾞｵ 宮城県佐々木　康成 ｻｻｷ ｺｳｾｲ6 5007 佐藤　祐太 Ｃ３（シースリ 00:09:37ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 宮城県佐藤　美優 ｻﾄｳ ﾐﾕ7 5027 田中　寛史 00:09:39ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 宮城県田中　伶奈 ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ8 5035 小嶋　雄一 00:09:47ｵｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 宮城県小嶋　士雲 ｵｼﾞﾏ ｼｳﾝ9 5012 畑澤　正樹 00:09:55ﾊﾀｻﾞﾜ ﾏｻｷ 秋田県畑澤　邑珂 ﾊﾀｻﾞﾜ ｵｳｶ10 5022 佐々木　拓也 00:09:57ｻｻｷ ﾀｸﾔ 宮城県佐々木　柚香 ｻｻｷ ﾕｽﾞｶ11 5020 川田　峻也 00:09:59ｶﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 宮城県川田　杏花 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｶ12 5014 三浦　公美子 河北陸上 00:10:11ﾐｳﾗ ｸﾐｺ 宮城県三浦　美和 ﾐｳﾗ ﾐﾜ13 5026 早坂　史郎 00:10:17ﾊﾔｻｶ ｼﾛｳ 宮城県早坂　柾孝 ﾊﾔｻｶ ﾏｻﾀｶ14 5011 辻　信宏 00:10:19ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県辻　龍之介 ﾂｼﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ15 5044 高橋　未希 Ｒミッキーズ 00:10:23ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 宮城県後上　壮史 ｺﾞｶﾞﾐ ｿｳｼ16 5047 本田　貴啓 ホンダナンダ 00:10:44ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮城県本田　愛貴 ﾎﾝﾀﾞ ｱｲｷ17 5040 柳沼　香織 00:10:48ﾔｷﾞﾇﾏ ｶｵﾘ 宮城県柳沼　桜咲 ﾔｷﾞﾇﾏ ｻｷ18 5006 鈴木　嘉美 00:10:58ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 宮城県鈴木　歩奈 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾅ19 5032 伊藤　暢 00:11:01ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 宮城県伊藤　慧 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ20 5046 狩野　利徳 00:11:08ｶﾘﾉ ﾄｼﾉﾘ 宮城県狩野　優来 ｶﾘﾉ ﾕﾗ21 5008 三浦　寛史 河北陸上 00:11:14ﾐｳﾗ ﾋﾛﾌﾐ 宮城県三浦　佳歩 ﾐｳﾗ ｶﾎ22 5030 高橋　伸行 00:11:15ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県高橋　美羽 ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾈ23 5039 渡辺　浩基 00:11:27ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 宮城県渡辺　愛斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾄ24 5016 猪又　一成 00:11:43ｲﾉﾏﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 宮城県猪又　朱梨 ｲﾉﾏﾀ ｼｭﾘ25 5005 吉田　直也 00:11:44ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城県吉田　修也 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾔ 1/2 ページTimed by　アイサム



第3回いしのまき復興マラソン 2017/06/18
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26 5003 山下　敦志 00:11:46ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｼ 宮城県山下　晴生 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ27 5023 前場　大二 00:11:55ﾏｴﾊﾞ ﾀｲｼﾞ 宮城県前場　友樹 ﾏｴﾊﾞ ﾄﾓｷ28 5019 高橋　桂子 00:11:57ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ 宮城県高橋　美心 ﾀｶﾊｼ ﾐｺ29 5037 山口　康子 00:12:09ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｺ 宮城県山口　眞琴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ30 5004 髙城　祐幸 00:12:12ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県髙城　健太 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀ31 5034 狩野　正春 00:12:14ｶﾘﾉ ﾏｻﾊﾙ 宮城県狩野　麗奈 ｶﾘﾉ ﾚｲﾅ32 5029 阿部　朗 00:12:27ｱﾍﾞ ｱｷﾗ 宮城県阿部　桃寧 ｱﾍﾞ ﾓﾓﾈ33 5033 内海　拓 00:12:58ｳﾂﾐ ﾀｸ 宮城県内海　龍星 ｳﾂﾐ ﾘｭｳｾｲ34 5013 鈴木　隆之 00:13:07ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 宮城県鈴木　聖史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ35 5043 福田　和也 Ｒミッキーズ 00:13:16ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 宮城県福田　きき ﾌｸﾀﾞ ｷｷ36 5041 後上　亜矢子 Ｒミッキーズ 00:13:23ｺﾞｶﾞﾐ ｱﾔｺ 宮城県後上　たいが ｺﾞｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ37 5045 津田　旭 00:13:25ﾂﾀﾞ ｱｷﾗ 宮城県津田　陽菜 ﾂﾀﾞ ﾋﾅ38 5009 林　賢司 00:13:54ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ 宮城県林　凛夏 ﾊﾔｼ ﾘﾝｶ39 5002 佐藤　加奈 00:13:56ｻﾄｳ ｶﾅ 宮城県木村　麻央 ｷﾑﾗ ﾏｵ40 5021 内海　恵里 00:14:00ｳﾂﾐ ｴﾘ 宮城県内海　七那 ｳﾂﾐ ﾅﾅ41 5025 佐々木　光春 00:14:18ｻｻｷ ﾐﾂﾊﾙ 宮城県佐々木　大遥 ｻｻｷ ﾀｲﾖｳ42 5001 齋藤　祐也 00:14:48ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 宮城県齋藤　四季 ｻｲﾄｳ ｼｷ43 5010 阿部　こずえ 00:16:16ｱﾍﾞ ｺｽﾞｴ 宮城県阿部　聖生 ｱﾍﾞ ｾｲｷ
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