
第4回いしのまき復興マラソン 2018/06/24
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 2031 新田　裕貴 石巻ＲＣ 00:16:05ﾆｯﾀ ﾕｳｷ 宮城県2 2039 河村　孝幸 たんぽぽRC 00:16:35ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 宮城県3 2093 大友　理貴 ㈱宮崎建設 00:16:46ｵｵﾄﾓ ﾘｷ 宮城県4 2040 藤田　学 北都銀行 00:17:18ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県5 2056 大橋　裕太 石巻高校 00:18:03ｵｵﾊｼ ﾕｳﾀ 宮城県6 2037 及川　慶人 シーズ杜の都 00:18:09ｵｲｶﾜ ﾖｼﾄ 宮城県7 2021 菅野　信裕 00:18:36ｽｶﾞﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県8 2092 石川　英樹 ㈱宮崎建設 00:18:53ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 宮城県9 2005 鈴木　研一郎 南三陸消防署 00:18:58ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県10 2002 芳野　裕哉 石巻工業 00:19:31ﾖｼﾉ ﾕｳﾔ 宮城県11 2022 大友　紳 00:19:33ｵｵﾄﾓ ｼﾝ 宮城県12 2006 富樫　世和 石巻工業高校 00:19:46ﾄｶﾞｼ ｾﾅ 宮城県13 2032 佐々木　優 00:19:55ｻｻｷ ﾕｳ 宮城県14 2080 村上　泰俊 00:20:00ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾄｼ 宮城県15 2070 佐藤　真也 00:20:31ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 宮城県16 2045 柴田　早実 ブルーRC大崎 00:20:33ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾐ 宮城県17 2010 土井　辰哉 00:21:05ﾄﾞｲ ﾀﾂﾔ 宮城県18 2034 嶋　兼一 ウィルランズ 00:22:05ｼﾏ ｹﾝｲﾁ 宮城県19 2014 本田　次郎 チームさわやか 00:22:09ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 宮城県20 2057 中村　雅也 00:22:11ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 東京都21 2041 勝又　康介 00:23:28ｶﾂﾏﾀ ｺｳｽｹ 宮城県22 2046 三浦　浩 00:23:29ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 宮城県23 2019 鈴木　隆之 00:24:26ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 宮城県24 2043 菅原　淳 石巻市立病院 00:24:53ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 宮城県25 2029 遠藤　利博 00:25:22ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 宮城県26 2058 福知　健 00:25:34ﾌｸﾁ ﾀｹｼ 京都府27 2079 菊田　駿 STOLZ 00:25:36ｷｸﾀ ｼｭﾝ 宮城県28 2081 須浪　知亮 石巻復興関西チ 00:25:52ｽﾅﾐ ﾄﾓｱｷ 京都府29 2016 加藤　誠 なし 00:25:54ｶﾄｳ ﾏｺﾄ 宮城県30 2026 後藤　仁義 00:25:56ｺﾞﾄｳ ﾂﾙｷﾞ 宮城県31 2063 山口　薫 00:26:00ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾙ 神奈川県32 2052 浅野　寿隆 00:26:04ｱｻﾉ ﾄｼﾀｶ 宮城県33 2001 佐藤　諒 00:26:06ｻﾄｳ ﾘｮｳ 岩手県34 2007 村澤　宏太 00:26:55ﾑﾗｻﾜ ｺｳﾀ 宮城県35 2059 橘高　伸五 00:27:32ｷｯﾀｶ ｼﾝｺﾞ 愛知県36 2060 深山　謙一 ヤマ食AC 00:27:36ﾐﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 宮城県37 2025 日野　慶崇 00:27:39ﾋﾉ ﾖｼﾀｶ 宮城県38 2048 狩野　正春 00:27:41ｶﾘﾉ ﾏｻﾊﾙ 宮城県39 2094 黄林鋒 中国温洲市 00:27:47Huang lin feng 中国40 2008 青山　正樹 00:28:04ｱｵﾔﾏ ﾏｻｷ 宮城県41 2017 結城　宏之 00:28:20ﾕｳｷ ﾋﾛﾕｷ 宮城県42 2015 三條　訓史 00:28:27ｻﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾉﾌﾞ 宮城県43 2072 髙橋　和也 00:28:32ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 宮城県44 2012 渡邉　将也 00:28:36ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 宮城県45 2049 佐々木　卓也 00:28:47ｻｻｷ ﾀｸﾔ 宮城県46 2074 清水　大地 00:28:55ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 宮城県47 2064 阿部　剛大 00:29:00ｱﾍﾞ ｺｳﾀ 宮城県48 2054 庄子　弘樹 00:29:05ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｷ 宮城県49 2090 鈴木　岳央 00:29:51ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 宮城県50 2050 新野　悠太 00:29:58ﾆｲﾉ ﾕｳﾀ 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 2038 三浦　敏久 00:30:00ﾐｳﾗ ﾄｼﾋｻ 宮城県52 2051 大友　康弘 00:30:25ｵｵﾄﾓ ﾔｽﾋﾛ 宮城県53 2035 三上　秀一 00:30:37ﾐｶﾐ ｼｭｳｲﾁ 宮城県54 2076 今野　直哉 00:31:02ｺﾝﾉ ﾅｵﾔ 宮城県55 2013 清水　尚成 00:31:06ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｾｲ 岩手県56 2069 高岸　英昭 00:31:16ﾀｶｷﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都57 2073 奥津　直樹 00:31:34ｵｸﾂ ﾅｵｷ 宮城県58 2071 平山　誉典 00:31:46ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 宮城県59 2030 中林　正樹 00:31:50ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 宮城県60 2083 御守　邦洋 00:32:09ﾐﾓﾘ ｸﾆﾋﾛ 宮城県61 2044 田村　峻章 00:32:37ﾀﾑﾗ ﾀｶｱｷ 東京都62 2091 谷崎　佑磨 石巻市役所 00:33:04ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳﾏ 宮城県63 2078 金崎　慶大 00:33:21ｶﾅｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 宮城県64 2004 安部　匠 00:34:11ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 宮城県65 2036 今野　重隆 00:34:24ｺﾝﾉ ｼｹﾞﾀｶ 宮城県66 2068 上遠野　淳 ヤマ食AC 00:34:50ｶﾄｵﾉ ｱﾂｼ 宮城県67 2027 飯田　英和 00:35:09ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 宮城県68 2062 岩渕　安史 00:35:09ｲﾜﾌﾞﾁ ﾔｽｼ 宮城県69 2096 董斌崇 中国温洲市 00:35:10Dong bin chong 中国70 2082 西川　義弘 00:35:25ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 宮城県71 2065 菊地　健児 00:35:33ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ 宮城県72 2061 大森　裕基 石巻第一自車校 00:35:58ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 宮城県73 2003 内海　幸一郎 00:37:14ｳﾂﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 宮城県74 2042 鈴木　秀一 00:37:29ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 宮城県75 2023 板橋　瑞起 00:37:31ｲﾀﾊﾞｼ ﾐｽﾞｷ 宮城県76 2088 今野　明 00:37:49ｺﾝﾉ ｱｷﾗ 宮城県77 2086 牧　悠介 00:38:43ﾏｷ ﾕｳｽｹ 宮城県78 2020 戸部　大義 00:39:11ﾄﾍﾞ ﾋﾛﾖｼ 宮城県79 2033 安倍　章 00:39:21ｱﾍﾞ ｱｷﾗ 宮城県80 2075 後藤　竜也 00:40:36ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 宮城県81 2009 門間　義昭 00:41:17ﾓﾝﾏ ﾖｼｱｷ 宮城県82 2053 佐々木　正人 00:42:19ｻｻｷ ﾏｻﾄ 宮城県83 2011 千葉　勝行 ヤマ食AC 00:42:30ﾁﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 宮城県84 2084 小野寺　貴紀 00:42:57ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾉﾘ 宮城県85 2095 徐荘前 中国温洲市 00:43:00Xu zhuang qian 中国
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