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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1 2061 櫻田　浩章 00:16:56ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 宮城県2 2002 早田　洋平 相馬市役所 00:17:15ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ 福島県3 2034 千葉　良大 石巻専修大 00:17:20ﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 宮城県4 2073 大友　理貴 ㈱宮崎建設 00:17:41ｵｵﾄﾓ ﾘｷ5 2022 伊田　慎太郎 00:18:37ｲﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 山形県6 2071 石川　英樹 ㈱宮崎建設 00:18:44ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ7 2072 鈴木　誠人 ㈱宮崎建設 00:18:58ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ8 2029 佐々木　柊麻 00:19:34ｻｻｷ ｼｭｳﾏ 宮城県9 2041 雲走　正和 ﾚｲﾝﾒｰｶｰ 00:20:11ｸﾓｿｳ ﾏｻｶｽﾞ 宮城県10 2027 水戸　亮太 00:20:28ﾐﾄ ﾘｮｳﾀ 宮城県11 2015 谷地　武 一代目MSB 00:22:31ﾔﾁ ﾀｹｼ 宮城県12 2025 後藤　康太 ブルーRC大崎 00:22:50ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 宮城県13 2066 佐藤　剛史 00:23:04ｻﾄｳ ﾀｹｼ 宮城県14 2021 茂泉　優 00:23:33ﾓｲｽﾞﾐ ﾕｳ 宮城県15 2056 椎橋　泰之 00:23:47ｼｲﾊﾞｼ ﾔｽﾕｷ 東京都16 2053 下山　潤 AKAGI 00:23:54ｼﾓﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 埼玉県17 2031 北川　一栄 00:23:55ｷﾀｶﾞﾜ ｲﾁｴｲ 宮城県18 2051 佐々木　秀明 00:23:55ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県19 2068 相澤　正直 00:24:03ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 宮城県20 2048 石山　輝薫 00:24:40ｲｼﾔﾏ ﾃﾙﾖｼ 宮城県21 2063 菅原　芳 00:24:50ｽｶﾞﾜﾗ ｶｵﾙ 宮城県22 2013 奥山　澄人 00:24:55ｵｸﾔﾏ ｽﾐﾄ 宮城県23 2006 古川　栄治 00:25:23ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ 宮城県24 2004 菅原　淳 00:25:25ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 宮城県25 2024 千葉　元気 00:26:15ﾁﾊﾞ ｹﾞﾝｷ 宮城県26 2070 福知　健 大津市役所 00:26:26ﾌｸﾁ ﾀｹｼ 京都府27 2001 川元　一恵 00:26:31ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮城県28 2058 後藤　憂 00:26:42ｺﾞﾄｳ ﾕｳ 宮城県29 2014 今野　晋吾 石巻市クロフネ 00:26:44ｺﾝﾉ ｼﾝｺﾞ 宮城県30 2039 青木　聖 00:26:48ｱｵｷ ｾｲ 宮城県31 2035 佐藤　毅 00:27:09ｻﾄｳ ﾀｹｼ 宮城県32 2011 結城　宏之 00:27:17ﾕｳｷ ﾋﾛﾕｷ 宮城県33 2018 田中　秀春 00:27:20ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ 宮城県34 2037 吉田　政徳 00:27:32ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 宮城県35 2067 伊藤　健 00:27:55ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 宮城県36 2059 今野　竜 株式会社　豊丸工業 00:28:09ｺﾝﾉ ﾘｭｳ 宮城県37 2060 阿部　亮人 エレメンツ 00:28:10ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾄ 宮城県38 2065 後藤　泰志 00:28:37ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼ 宮城県39 2044 冨来　靖之 日本製紙 00:28:54ﾄﾐｷ ﾔｽﾕｷ 東京都40 2030 中林　正樹 00:29:01ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 宮城県41 2033 菊地　康仁 00:29:04ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾄ 宮城県42 2023 引地　康博 00:29:19ﾋｷﾁ ﾔｽﾋﾛ 宮城県43 2036 菊池　亮治 00:30:03ｷｸﾁ ﾘｮｳｼﾞ 宮城県44 2009 阿部　享司 00:30:04ｱﾍﾞ ｷｮｳｼﾞ 宮城県45 2042 田中　孝幸 00:30:05ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 宮城県46 2049 田中　直人 株式会社　豊丸工業 00:30:50ﾀﾅｶ ﾅｵﾄ 宮城県47 2038 山崎　忍 00:30:53ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 青森県48 2045 宮定　章 まち・コミ 00:30:53ﾐﾔｻﾀﾞ ｱｷﾗ 宮城県49 2054 佐々木　龍駿 00:30:59ｻｻｷ ﾘｭｳｼｭﾝ 宮城県50 2062 森　博史 00:31:06ﾓﾘ ﾋﾛﾌﾐ 宮城県 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 2055 佐藤　邦彦 株式会社　豊丸工業 00:31:36ｻﾄｳ ｸﾆﾋｺ 宮城県52 2043 西川　義弘 00:32:05ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 宮城県53 2008 今野　重隆 00:32:33ｺﾝﾉ ｼｹﾞﾀｶ 宮城県54 2064 中川　光司 00:32:33ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 宮城県55 2040 池田　裕人 00:32:34ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ 宮城県56 2003 千葉　貴宏 阿部ゼミガッツ 00:32:55ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮城県57 2010 相原　春彦 石巻市クロフネ 00:33:23ｱｲﾊﾗ ﾊﾙﾋｺ 宮城県58 2046 田村　一崇 00:33:31ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 宮城県59 2050 櫻井　俊祐 KET 00:33:47ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 宮城県60 2005 鈴木　良彦 クロフネ 00:34:18ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 宮城県61 2047 小松　裕行 株式会社　豊丸工業 00:34:51ｺﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 宮城県62 2019 佐々木　俊一 00:34:57ｻｻｷ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県63 2069 斉藤　浩史 00:36:15ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 宮城県64 2032 吉井　信 00:38:57ﾖｼｲ ﾏｺﾄ 千葉県65 2017 鈴木　秀一 00:39:28ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 宮城県66 2016 亀山　清晃 株式会社　豊丸工業 00:42:13ｶﾒﾔﾏ ｷﾖｱｷ 宮城県67 2026 赤間　智洋 株式会社　豊丸工業 00:42:14ｱｶﾏ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県68 2057 東風谷　誠也 株式会社　豊丸工業 00:42:14ｺﾁﾔ ｾｲﾔ 宮城県
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