
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

5km一般男子50歳以上5km一般男子50歳以上5km一般男子50歳以上5km一般男子50歳以上

カナ 都市名1 2337 加藤　一郎 名古屋市役所 00:19:40千葉県2 2328 本田　郁男 00:19:58ﾎﾝﾀﾞ ｲｸｵ 宮城県3 2309 相澤　隆弘 ＷＰＲＳ 00:20:07ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 宮城県4 2356 小林　司朗 伊勢崎マスター 00:21:00ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾛｳ 群馬県5 2301 阿部　幹男 00:21:10ｱﾍﾞ ﾐｷｵ 宮城県6 2336 松井　孝介 掛川愛ＲＵＮ人 00:21:11ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 静岡県7 2338 三浦　克彦 日本製紙（株） 00:21:18ﾐｳﾗ ｶﾂﾋｺ 宮城県8 2327 阿部　文洋 00:21:32ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県9 2321 奥田　光樹 （株）いせかん 00:21:39ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ 宮城県10 2330 菅原　健治 00:21:45ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 宮城県11 2344 山崎　菊治 ひたかみＭＲＣ 00:21:49ﾔﾏｻﾞｷ ｷｸｼﾞ 宮城県12 2341 畠山　義朗 00:21:55ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾛｳ 宮城県13 2325 小松　寿 エレメンツ 00:22:06ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 宮城県14 2316 相澤　誠次 石巻商業ＯＢ 00:22:54ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 宮城県15 2347 松田　裕輔 00:22:58ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 宮城県16 2339 髙橋　修 ハイブリッジ教 00:23:30ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 宮城県17 2350 佐々木　誠 アルプス電気 00:23:46ｻｻｷ ﾏｺﾄ 宮城県18 2324 及川　満伸 JAおおふなと 00:23:57ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 岩手県19 2345 日野　清一 ＪＦ 00:24:16ﾋﾉ ｾｲｲﾁ 宮城県20 2323 丸山　一浩 多賀城市山王小 00:24:40ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県21 2353 鹿野　浩 00:25:06ｶﾉ ﾋﾛｼ 宮城県22 2322 佐藤　淳 00:25:07ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県23 2311 吉田　健悦 00:25:12ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｴﾂ 宮城県24 2348 加藤　盛人 00:27:09ｶﾄｳ ﾓﾘﾄ 宮城県25 2333 高橋　渉 00:28:31ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 神奈川県26 2343 伊藤　圭一 鹿島台公民館 00:28:55ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 宮城県27 2306 稲見　清和 00:29:31ｲﾅﾐ ｷﾖｶｽﾞ 宮城県28 2355 相澤　勝 株式会社　豊丸工業 00:29:31ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 宮城県29 2320 鈴木　順一 00:30:10ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県30 2351 黒須　文博 00:30:19ｸﾛｽ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県31 2305 及川　泰夫 00:30:35ｵｲｶﾜ ﾔｽｵ 宮城県32 2354 及川　清志 株式会社　豊丸工業 00:30:41ｵｲｶﾜ ｷﾖｼ 宮城県33 2342 保原　安光 00:30:49ﾎﾊﾞﾗ ﾔｽﾐﾂ 宮城県34 2346 阿部　卓 00:31:19ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 宮城県35 2331 落合　健一 チーム石塚 00:32:10ｵﾁｱｲ ｹﾝｲﾁ 栃木県36 2307 加藤　助夫 石巻タートル 00:33:00ｶﾄｳ ｽｹｵ 宮城県37 2313 大槻　輝雄 角田走ろう会 00:33:11ｵｵﾂｷ ﾃﾙｵ 宮城県38 2314 渡部　康正 千刈田区 00:33:20ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾏｻ 宮城県39 2319 高橋　秀雄 石巻北飯野川校 00:33:25ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 宮城県40 2334 星　益道 塩竃ＦＭＣ 00:34:02ﾎｼ ﾏｽﾐﾁ 宮城県41 2332 小野寺　初夫 気仙沼 00:34:23ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾂｵ 宮城県42 2352 木村　吉光 株式会社　豊丸工業 00:34:51ｷﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ 宮城県43 2312 丹羽　稔 桐生市役所 00:35:09ﾆﾜ ﾐﾉﾙ 群馬県44 2329 小山　善雄 00:36:02ｵﾔﾏ ﾖｼｵ 宮城県45 2302 阿部　宗光 00:36:25ｱﾍﾞ ﾑﾈﾐﾂ 宮城県46 2315 星野　孝 00:37:17ﾎｼﾉ ﾀｶｼ 宮城県47 2335 鈴木　善美 00:38:50ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 宮城県48 2357 是川　治彦 00:39:20ｺﾚｶﾜ ﾊﾙﾋｺ 宮城県49 2318 三神　敏 00:40:47ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 宮城県50 2303 木川田　功二 00:44:28ｷｶﾜﾀﾞ ｺｳｼﾞ 宮城県 1/2 ページTimed by　アイサム
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5km一般男子50歳以上5km一般男子50歳以上5km一般男子50歳以上5km一般男子50歳以上

カナ 都市名51 2310 沢田　哲夫 00:51:27ｻﾜﾀﾞ ﾃﾂｵ 宮城県
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