
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30歳代10km男子30歳代10km男子30歳代10km男子30歳代

カナ 都市名1 2109 我妻　嘉仁 多賀城自衛隊 00:33:11ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ 宮城県2 2169 初澤　晋 石巻ＲＣ 00:34:46ﾊﾂｻﾞﾜ ｽｽﾑ 宮城県3 2102 今野　一平 おおさきＲＣ 00:35:37ｺﾝﾉ ｲｯﾍﾟｲ 宮城県4 2142 安藤　高嗣 00:36:43ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 宮城県5 2123 新田　裕司 00:38:07ﾆｯﾀ ﾕｳｼﾞ 宮城県6 2124 佐藤　光一 アクアリーナ 00:38:16ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 宮城県7 2133 石原　正人 00:39:13ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄ 宮城県8 2151 佐々木　望 ＪＡみどりの 00:39:47ｻｻｷ ﾉｿﾞﾑ 宮城県9 2136 渡辺　健太 00:40:02ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 宮城県10 2170 千葉　正洋 千葉正工務店 00:40:56ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県11 2125 渋口　雄輝 00:41:01ｼﾌﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 宮城県12 2130 佐藤　文也 00:43:45ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 宮城県13 2165 青天目　嵩 00:44:32ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾀｶｼ 宮城県14 2128 三浦　新吾 00:44:56ﾐｳﾗ ｼﾝｺﾞ 宮城県15 2162 阿部　洋己 00:45:37ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 宮城県16 2105 佐々木　修 00:46:12ｻｻｷ ｵｻﾑ 秋田県17 2145 安井　久也 00:46:43ﾔｽｲ ﾋｻﾔ 宮城県18 2121 阿部　大志郎 00:47:08ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｼﾛｳ 宮城県19 2149 川上　大介 00:47:39ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県20 2101 鈴木　智哉 00:48:53ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 宮城県21 2115 上杉　卓 00:49:20ｳｴｽｷﾞ ﾀｸ 岩手県22 2157 渡邉　佑樹 日本製紙 00:49:48ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 東京都23 2114 菅原　康介 00:50:01ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ 宮城県24 2140 花房　直樹 00:50:43ﾊﾅﾌｻ ﾅｵｷ 宮城県25 2138 飯川　晃一 利府青山ＦＣ 00:51:11ｲｲｶﾜ ｺｳｲﾁ 宮城県26 2153 玉渕　孝 00:52:03ﾀﾏﾌﾞﾁ ﾀｶｼ 宮城県27 2108 高田　真一郎 ☆中央区☆ 00:52:18ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都28 2103 佐藤　慎 00:53:26ｻﾄｳ ｼﾝ 宮城県29 2134 後藤　亮甫 北星会 00:53:29ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 宮城県30 2104 塩崎　有史 00:53:46ｼｵｻﾞｷ ｱﾘﾌﾐ 宮城県31 2117 本間　雄太 00:54:12ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀ 宮城県32 2106 佐々木　正秀 00:55:23ｻｻｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 宮城県33 2113 鈴木　伸輔 00:55:37ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ 宮城県34 2144 柳沼　信人 00:55:41ﾔｷﾞﾇﾏ ﾉﾌﾞﾄ 宮城県35 2147 近江　広和 00:55:50ｵｵﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 宮城県36 2129 伊藤　順平 00:56:49ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 宮城県37 2131 関　康宏 00:56:57ｾｷ ﾔｽﾋﾛ 宮城県38 2168 吉田　雄哉 00:57:04ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 岩手県39 2135 嶋村　祐希 00:58:51ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 宮城県40 2159 津田　旭 00:58:51ﾂﾀﾞ ｱｷﾗ 宮城県41 2156 高島　耕 日本製紙石巻 00:59:13ﾀｶｼﾏ ｺｳ 宮城県42 2160 山下　稜 無所属 01:00:09ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 宮城県43 2143 山崎　直希 01:01:29ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 宮城県44 2141 池田　拓 01:02:33ｲｹﾀﾞ ﾀｸ 宮城県45 2107 白石　貴雄 01:03:49ｼﾗｲｼ ﾀｶｵ 宮城県46 2146 齋藤　克洋 01:05:00ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 宮城県47 2126 川崎　龍太郎 01:06:08ｶﾜｻｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県48 2152 松川　瞬 01:06:37ﾏﾂｶﾜ ｼｭﾝ 宮城県49 2139 小林　善彦 01:07:03ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｺ 宮城県50 2155 佐藤　大地 日本製紙 01:08:37ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 埼玉県 1/2 ページTimed by　アイサム



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30歳代10km男子30歳代10km男子30歳代10km男子30歳代

カナ 都市名51 2120 反町　幸太 桐生陸上競技部 01:10:17ｿﾘﾏﾁ ｺｳﾀ 群馬県52 2150 齋藤　大介 01:10:59ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県53 2158 菅原　竜太 01:11:01ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾀ 宮城県54 2164 真壁　達也 01:12:02ﾏｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県55 2127 石岡　剛宗 01:14:23ｲｼｵｶ ﾀｶﾑﾈ 宮城県56 2167 玉山　雄太 01:15:13ﾀﾏﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩手県57 2132 鈴木　浩将 01:15:56ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 宮城県58 2110 齋藤　信吾 01:16:53ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 宮城県59 2161 内海　秀明 01:22:07ｳﾂﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県60 2166 丸山　翔 01:26:27ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 宮城県61 2154 脇田　優輝 01:28:19ﾜｷﾀ ﾕｳｷ 宮城県
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