
第5回いしのまき復興マラソン 2019/06/23
順位 氏名 所属クラブ 記録ゼッケン

10km男子29歳以下10km男子29歳以下10km男子29歳以下10km男子29歳以下

カナ 都市名1 2051 大久保　陸人 コモディイイダ 00:30:50ｵｵｸﾎﾞ ﾘｸﾄ 埼玉県2 2016 石井　辰樹 石巻RC 00:31:46ｲｼｲ ﾀﾂｷ 宮城県3 2030 今野　泰平 おおさきRC 00:34:19ｺﾝﾉ ﾀｲﾍｲ 宮城県4 2010 岡澤　佳津真 クミアイ化学 00:34:49ｵｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 宮城県5 2024 山本　遼太 00:34:55ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 栃木県6 2008 三田村　浩気 おおさきRC 00:36:22ﾐﾀﾑﾗ ｺｳｷ 宮城県7 2015 西井　大樹 チーム気仙沼 00:37:19ﾆｼｲ ﾀﾞｲｷ 宮城県8 2027 阿部　広利 石巻RC 00:40:29ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ 宮城県9 2043 齋藤　真満 古川黎明高校 00:41:14ｻｲﾄｳ ｼﾝﾏ 宮城県10 2048 佐藤　亮平 古川黎明高校 00:41:14ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 宮城県11 2045 高橋　柊伍 古川黎明高校 00:41:14ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺﾞ 宮城県12 2047 佐藤　圭悟 古川黎明高校 00:41:15ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 宮城県13 2044 鈴木　羽 古川黎明高校 00:42:47ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 宮城県14 2029 坂部　達也 00:43:28ｻｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県15 2050 植野　樹也 00:45:35ｳｴﾉ ﾐｷﾔ 宮城県16 2017 夏井　大介 00:45:41ﾅﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県17 2012 後藤　大範 00:46:17ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 宮城県18 2026 宮本　聡介 00:46:31ﾐﾔﾓﾄ ｿｳｽｹ 宮城県19 2042 藤原　陽太 日本製紙 00:46:56ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳﾀ 秋田県20 2053 芝原　大貴 00:47:43ｼﾊﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 宮城県21 2020 後藤　雅史 00:48:20ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 宮城県22 2033 菅野　賢汰 00:50:08ｶﾝﾉ ｹﾝﾀ 神奈川県23 2002 猪股　祐志 00:50:20ｲﾉﾏﾀ ﾕｳｼ 宮城県24 2059 進藤　大樹 00:51:56ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 宮城県25 2009 金木　政樹 00:52:10ｶﾈｷ ﾏｻｷ 千葉県26 2063 佐藤　陽介 00:52:30ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 宮城県27 2031 片岡　康慈 日本製紙 00:53:15ｶﾀｵｶ ｺｳｼﾞ 秋田県28 2041 小林　宙生 00:53:20ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 宮城県29 2066 伊藤　恭将 奏 00:53:25ｲﾄｳ ﾔｽﾏｻ 宮城県30 2003 長岡　崇博 00:54:28ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾋﾛ 宮城県31 2036 島崎　隼門 会社員 00:54:44ｼﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 東京都32 2013 工藤　壮志郎 00:55:13ｸﾄﾞｳ ｿｳｼﾛｳ 宮城県33 2021 佐藤　顕太 00:55:18ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 宮城県34 2034 永沼　開登 00:55:38ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｲﾄ 宮城県35 2039 山本　光 大森ゼミ 00:55:41ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ 宮城県36 2019 佐藤　響 00:55:54ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 宮城県37 2038 古澤　瑞己 00:55:58ﾌﾙｻﾜ ﾐｽﾞｷ 宮城県38 2032 菅野又　優人 00:56:40ｽｶﾞﾉﾏﾀ ﾕｳﾄ 宮城県39 2006 杉浦　敬磨 00:57:23ｽｷﾞｳﾗ ｹｲﾏ 宮城県40 2054 佐藤　健二 00:58:38ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 宮城県41 2060 鬼塚　裕己 00:59:17ｵﾆﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 宮城県42 2022 武内　大知 00:59:33ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 宮城県43 2046 水沼　圭太 00:59:45ﾐｽﾞﾇﾏ ｹｲﾀ 宮城県44 2005 遠藤　晃史 01:00:37ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾌﾐ 宮城県45 2037 石川　樹 01:01:23ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ 東京都46 2049 牧野　幸輝 01:01:31ﾏｷﾉ ｺｳｷ 宮城県47 2035 菅　諒太 01:03:07ｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ 宮城県48 2061 舘野　陽向 01:03:13ﾀﾃﾉ ﾋﾑｶ 宮城県49 2057 平舩　広汰 01:03:29ﾀｲﾗﾌﾞﾈ ｺｳﾀ 宮城県50 2023 松田　洋侑 01:03:39宮城県 1/2 ページTimed by　アイサム
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10km男子29歳以下10km男子29歳以下10km男子29歳以下10km男子29歳以下

カナ 都市名51 2014 小野　雄大 01:04:32ｵﾉ ﾀｹﾋﾛ 宮城県52 2064 小笠原　和信 01:06:14ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 宮城県53 2025 八木　祐大 01:06:20ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ 宮城県54 2062 小野寺　佑 石巻剣玉部 01:07:38ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 宮城県55 2056 判田　一樹 01:07:40ﾊﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 宮城県56 2007 迎　政和 01:08:04ﾑｶｲ ﾏｻｶｽﾞ 宮城県57 2065 西館　俊介 01:08:52ﾆｼﾀﾞﾃ ｼｭﾝｽｹ 宮城県58 2058 菅野　己来 01:10:22ｶﾝﾉ ﾐﾗｲ 宮城県59 2055 阿部　雅裕 オリーブの会 01:11:38ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県60 2001 向田　眞悟 01:15:34宮城県61 2011 高萩　弥 01:15:44ﾀｶﾊｷﾞ ﾜﾀﾙ 宮城県62 2028 天道　優貴 01:20:56ﾃﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 宮城県

2/2 ページTimed by　アイサム


