
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 2318 菅原　勲 東北電力 00:18:14ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻｵ 宮城県2 2315 他谷　和巳 神戸市消防局 00:19:53ﾀﾔ ｶｽﾞﾐ 兵庫県3 2356 長島　賢哉 00:20:15ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝﾔ 千葉県4 2316 千葉　正道 仙台明走会 00:20:24ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐﾁ 宮城県5 2314 菅原　健治 aqua仙台 00:20:29ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 宮城県6 2321 千田　宏輝 RUNぼるぎー 00:20:32ﾁﾀﾞ ｺｳｷ 岩手県7 2328 本田　郁男 00:20:44ﾎﾝﾀﾞ ｲｸｵ 宮城県8 2301 阿部　幹男 石巻 00:21:29ｱﾍﾞ ﾐｷｵ 宮城県9 2336 小野寺　淳 モリリンＲＣ 00:21:37ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂｼ 宮城県10 2305 佐藤　浩之 00:21:49ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県11 2333 松井　孝介 掛川愛ＲＵＮ人 00:22:27ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 静岡県12 2349 勝又　至 00:22:29ｶﾂﾏﾀ ｲﾀﾙ 宮城県13 2313 佐々木　誠 ｱﾙﾌﾟｽ電気 00:22:43ｻｻｷ ﾏｺﾄ 宮城県14 2320 及川　満伸 JAおおふなと 00:22:47ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 岩手県15 2341 今野　秀明 チームカリブ 00:23:10ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県16 2303 相澤　隆弘 ＷＰＲＳ 00:23:31ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 宮城県17 2348 相澤　憲一 宮城游走会 00:23:49ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 宮城県18 2322 小松　寿 エレメンツ 00:24:17ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 宮城県19 2355 志賀　信二 なんか酔う会 00:25:17ｼｶﾞ ｼﾝｼﾞ 宮城県20 2335 今野　昌利 ザ・完走 00:25:25ｺﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 宮城県21 2352 鹿野　浩 00:26:09ｶﾉ ﾋﾛｼ 宮城県22 2325 原　也寸志 00:26:27ﾊﾗ ﾔｽｼ 宮城県23 2310 佐々木　幸治 ＭＰＲＣ 00:27:26ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 宮城県24 2344 保原　安光 00:28:05ﾎﾊﾞﾗ ﾔｽﾐﾂ 宮城県25 2306 白鳥　嘉浩 クリハラ 00:29:59ｼﾗﾄﾘ ﾖｼﾋﾛ 宮城県26 2337 池田　吉浩 00:30:34ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 宮城県27 2308 池田　守 イケダアイ 00:31:10ｲｹﾀﾞ ﾏﾓﾙ 宮城県28 2331 阿部　卓 00:31:31ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 宮城県29 2347 阿部　清 00:32:07ｱﾍﾞ ｷﾖｼ 宮城県30 2334 葛原　秋夫 名取・杜クラブ 00:33:28ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷｵ 宮城県31 2302 加藤　助夫 タートルクラブ 00:33:31ｶﾄｳ ｽｹｵ 宮城県32 2359 星野　清 00:33:54ﾎｼﾉ ｷﾖｼ 福島県33 2324 菅松　良孝 00:34:04ｽｶﾞﾏﾂ ﾖｼﾀｶ 宮城県34 2340 安達　孝一 00:34:31ｱﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁ 山形県35 2339 石原　茂 チームはるはる 00:34:44ｲｼﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 宮城県36 2327 小野　吉弘 00:34:59ｵﾉ ﾖｼﾋﾛ 宮城県37 2309 渡部　康正 00:35:54ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾏｻ 宮城県38 2323 上野　紀明 00:36:16ｳｴﾉ ﾉﾘｱｷ 宮城県39 2304 成見　俊悦 00:36:29ﾅﾙﾐ ｼｭﾝｴﾂ 宮城県40 2329 落合　健一 00:36:31ｵﾁｱｲ ｹﾝｲﾁ 栃木県41 2311 郷　治夫 00:36:41ｺﾞｳ ﾊﾙｵ 宮城県42 2332 須藤　弘一 あやしラン 00:36:42ｽﾄｳ ｺｳｲﾁ 宮城県43 2338 鈴木　善美 00:36:49ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 宮城県44 2353 須田　洋之 00:37:06ｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県45 2312 後藤　孝芳 00:37:08ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾖｼ 宮城県46 2345 齋藤　友宏 イシノマキシ 00:37:21ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県47 2342 南舘　勇喜夫 00:39:38ﾐﾅﾐﾀﾃ ﾕｷｵ 宮城県48 2343 境　輝吉 00:40:13ｻｶｲ ﾃﾙﾖｼ 宮城県49 2346 三神　敏 00:41:27ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 宮城県50 2354 小山　善雄 00:42:07ｵﾔﾏ ﾖｼｵ 宮城県 1/2 ページTimed by　アイサム



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 2360 成瀬　雄二 石巻応援隊 00:44:13ﾅﾙｾ ﾕｳｼﾞ 神奈川県52 2307 山内　隆之 00:48:15ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾕｷ 宮城県
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