
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40歳代10km男子40歳代10km男子40歳代10km男子40歳代

カナ 都市名1 2257 高村　静雄 たんぽぽRC 00:34:53ﾀｶﾑﾗ ｼｽﾞｵ 宮城県2 2228 荒谷　義成 広瀬川ＲＣ 00:35:10ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ 宮城県3 2204 石丸　秀行 登米村田製作所 00:37:12ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県4 2234 早田　洋平 相馬市役所 00:37:36ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ 福島県5 2279 安斎　裕之 石巻RC 00:38:46ｱﾝｻｲ ﾋﾛﾕｷ 宮城県6 2298 早川　満 富沢拓陸会 00:38:57ﾊﾔｶﾜ ﾐﾂﾙ 宮城県7 2214 今野　雅之 TML 00:40:36ｺﾝﾉ ﾏｻﾕｷ 宮城県8 2255 須藤　亘 00:41:51ｽﾄｳ ﾜﾀﾙ 宮城県9 2256 安斎　智幸 00:41:51ｱﾝｻｲ ﾄﾓﾕｷ 宮城県10 2244 相原　良次 仙台交通 00:42:50ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 宮城県11 2246 嶋　兼一 ウィルランズ 00:42:59ｼﾏ ｹﾝｲﾁ 宮城県12 2260 日野　健一 石巻 00:44:27ﾋﾉ ｹﾝｲﾁ 宮城県13 2225 阿部　努 00:44:49ｱﾍﾞ ﾂﾄﾑ 宮城県14 2216 本田　次郎 チームさわやか 00:45:38ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 宮城県15 2272 大滝　満雄 00:45:40ｵｵﾀｷ ﾐﾂｵ 宮城県16 2221 内海　浩章 00:46:04ｳﾂﾐ ﾋﾛｱｷ 宮城県17 2281 岩間　章 00:47:01ｲﾜﾏ ｱｷﾗ 宮城県18 2243 寺嶋　健介 00:47:37ﾃﾗｼﾏ ｹﾝｽｹ 宮城県19 2227 あべ　たかし 00:47:41ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 宮城県20 2251 佐々木　盛力 00:48:32ｻｻｷ ﾓﾘﾁｶ 宮城県21 2241 平塚　義治 00:49:19ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾊﾙ 宮城県22 2263 松木　儀浩 00:50:43ﾏﾂｷ ﾉﾘﾋﾛ 宮城県23 2207 佐藤　友彦 00:50:47ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 宮城県24 2282 門間　義典 00:50:59ﾓﾝﾏ ﾖｼﾉﾘ 宮城県25 2252 阿部　政宏 00:51:10ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県26 2291 尾形　和弥 00:51:12ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 宮城県27 2208 永沼　満洋 00:51:14ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾂﾋﾛ 宮城県28 2215 田口　和幸 00:51:27ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県29 2206 鈴木　律人 エコ発電Ｒ 00:51:57ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾋﾄ 秋田県30 2210 中川　直之 00:51:59ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 岩手県31 2237 齊藤　大志 さいとう接骨院 00:52:32ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｼ 宮城県32 2217 対馬　一利 00:52:50ﾂｼﾏ ｶｽﾞﾄｼ 宮城県33 2287 山根　健志 00:53:02ﾔﾏﾈ ｹﾝｼﾞ 宮城県34 2239 吉田　岳 00:53:07ﾖｼﾀﾞ ｶﾞｸ 宮城県35 2301 中挾　賢二 00:53:08ﾅｶﾊﾞｻﾐ ｹﾝｼﾞ 宮城県36 2233 柳沼　純宏 00:53:11ﾔｷﾞﾇﾏ ﾏｻﾋﾛ 宮城県37 2276 柴田　淳也 00:53:18ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城県38 2219 志田　晃一郎 妙に走り隊 00:53:21ｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 宮城県39 2274 菅原　淳 石巻市立病院 00:53:37ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 宮城県40 2253 山本　敏範 00:53:41ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ 宮城県41 2265 福知　健 00:53:48ﾌｸﾁ ﾀｹｼ 京都府42 2295 小野　剛広 00:53:50ｵﾉ ﾀｹﾋﾛ 宮城県43 2300 阿部　陽一 00:54:01ｱﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 宮城県44 2292 田中　孝幸 00:54:06ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 宮城県45 2223 齊藤　重貴 齊藤はりきゅう 00:54:15ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾀｶ 岩手県46 2250 佐藤　靖記 00:54:18ｻﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 宮城県47 2218 今井　知行 00:54:36ｲﾏｲ ﾄﾓﾕｷ 宮城県48 2261 住吉　淳文 00:55:11ｽﾐﾖｼ ｱﾂﾌﾐ 宮城県49 2280 若狭　行広 00:56:14ﾜｶｻ ﾕｷﾋﾛ 宮城県50 2226 千葉　充 00:56:36ﾁﾊﾞ ﾐﾂﾙ 宮城県 1/2 ページTimed by　アイサム
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10km男子40歳代10km男子40歳代10km男子40歳代10km男子40歳代

カナ 都市名51 2238 咲間　英夫 00:56:56ｻｸﾏ ﾋﾃﾞｵ 宮城県52 2286 堀井　力 日本製紙 00:57:01ﾎﾘｲ ﾁｶﾗ 秋田県53 2267 早野　正彦 日本製紙 00:57:01ﾊﾔﾉ ﾏｻﾋｺ 東京都54 2203 松本　浩一 00:57:33ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ 宮城県55 2294 新　昌彦 00:57:49ﾆｲ ﾏｻﾋｺ 兵庫県56 2249 阿部　道則 00:58:11ｱﾍﾞ ﾐﾁﾉﾘ 宮城県57 2299 武田　和也 00:58:24ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 宮城県58 2247 三浦　敏久 00:59:56ﾐｳﾗ ﾄｼﾋｻ 宮城県59 2245 高橋　浩孝 00:59:59ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾀｶ 宮城県60 2201 岩沢　宏樹 泉緑化陸上部 01:00:43ｲﾜｻﾜ ｺｳｷ 宮城県61 2268 堀籠　康夫 データコム 01:01:32ﾎﾘｺﾞﾒ ﾔｽｵ 宮城県62 2283 鈴木　仁 01:01:50ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 愛知県63 2230 伊藤　愛剛 01:02:03ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 宮城県64 2277 八島　浩 01:02:18ﾔｼﾏ ﾋﾛｼ 宮城県65 2202 佐々木　光春 01:02:18ｻｻｷ ﾐﾂﾊﾙ 宮城県66 2275 三條　訓史 01:02:28ｻﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾉﾌﾞ 宮城県67 2266 大島　治彦 01:03:38ｵｵｼﾏ ﾅｵﾋｺ 宮城県68 2273 山口　栄康 01:04:15ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔｽ 宮城県69 2235 今井　裕二 尾形RC 01:04:19ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 宮城県70 2271 佐々木　健寿 ＳＫＳＲＣ 01:04:26ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ 宮城県71 2209 吉川　慎一 01:05:08ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 宮城県72 2264 庄子　和行 01:05:09ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県73 2212 米谷　裕幸 東北田村工機 01:05:15ﾏｲﾔ ﾋﾛﾕｷ 宮城県74 2232 下村　直己 01:05:58ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ 宮城県75 2293 倉島　孝明 01:07:09ｸﾗｼﾏ ﾀｶｱｷ 東京都76 2254 機　正人 SENSYO 01:07:38ﾊﾀ ﾏｻﾄ 宮城県77 2248 戸田　信之 01:07:53ﾄﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県78 2269 谷平　純二 01:08:08ﾀﾆﾋﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県79 2220 岡本　孝昭 01:08:08ｵｶﾓﾄ ﾀｶｱｷ 宮城県80 2224 水沼　喜満 01:08:47ﾐｽﾞﾇﾏ ﾖｼﾐﾂ 宮城県81 2297 三上　秀一 01:09:02ﾐｶﾐ ｼｭｳｲﾁ 宮城県82 2262 吉田　真一 石巻海さくら 01:11:17ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 青森県83 2258 知念　洋一郎 01:11:26ﾁﾈﾝ ﾖｳｲﾁﾛｳ 宮城県84 2289 川本　哲司 日本製紙 01:12:23ｶﾜﾓﾄ ｻﾄｼ 埼玉県85 2288 村　俊彦 01:14:28ﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 宮城県86 2236 宇野　浩史 01:15:59ｳﾉ ﾋﾛｼ 宮城県87 2211 鬼木　一也 01:16:41ｵﾆｷ ｶｽﾞﾔ 大阪府88 2290 余西　史朗 日本製紙 01:17:32ﾖﾆｼ ﾌﾐｵ 千葉県89 2205 髙橋　正晴 登米市役所 01:18:14ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ 宮城県90 2278 内田　晶祐 01:21:07ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 宮城県
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