
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50歳代10km男子50歳代10km男子50歳代10km男子50歳代

カナ 都市名1 2432 相澤　信也 YKKAP東北 00:35:16ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 宮城県2 2444 鎌井　幸則 00:40:44ｶﾏｲ ﾕｷﾉﾘ 三重県3 2443 渡邉　彰 00:41:44ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 東京都4 2414 佐藤　廉 クラブらんらん 00:44:25ｻﾄｳ ﾚﾝ 宮城県5 2461 四倉　禎一朗 ＮＰＯセンター 00:44:46ﾖﾂｸﾗ ﾃｲｲﾁﾛｳ 宮城県6 2422 高橋　学 00:45:22ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県7 2436 阿部　知広 00:45:44ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県8 2454 国分　利美 アルプスアルパ 00:46:24ｺｸﾌﾞﾝ ﾄｼﾐ 宮城県9 2472 笹川　博嗣 毛呂山町役場 00:46:51ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ 埼玉県10 2469 荒川　一也 00:47:27ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾔ 宮城県11 2490 渡辺　信也 00:47:58ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 宮城県12 2428 荻田　幸一 トヨタ東日本 00:48:29ｵｷﾞﾀ ｺｳｲﾁ 宮城県13 2438 佐藤　哲也 00:49:06ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 宮城県14 2457 熱海　浩志 00:49:12ｱﾂﾐ ﾋﾛｼ 宮城県15 2405 小野寺　仁 00:49:17ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ 岩手県16 2447 長谷川　浩 東北電力 00:50:09ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 宮城県17 2453 櫻井　利彦 00:50:45ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋｺ 宮城県18 2491 佐々木　康夫 00:51:08ｻｻｷ ﾔｽｵ 宮城県19 2427 青山　洋之 00:51:15ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都20 2455 大江　賢治 スイーツ陸上部 00:51:32ｵｵｴ ｹﾝｼﾞ 宮城県21 2430 大山　元一 B.R.T 00:51:47ｵｵﾔﾏ ｹﾞﾝｲﾁ 宮城県22 2401 八巻　孝三 00:52:37ﾔﾏｷ ｺｳｿﾞｳ 宮城県23 2446 ペイン　マイケル 00:53:10ﾍﾟｲﾝ ﾏｲｹﾙ 千葉県24 2442 矢野　正 00:53:34ﾔﾉ ﾀﾀﾞｼ 宮城県25 2487 ｔａｎｅｔａｎｉ　ｙａｓｕｓｈｉ 00:53:48ﾀﾈﾀﾆ ﾔｽｼ 兵庫県26 2421 平山　剛 00:53:55ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹｼ 宮城県27 2403 須藤　政行 00:54:15ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県28 2485 遠藤　裕也 00:54:30ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔ 宮城県29 2441 浦山　真治 色麻町役場 00:54:38ｳﾗﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 宮城県30 2468 市瀬　久嗣 00:54:40ｲﾁﾉｾ ﾋｻｼ 愛知県31 2448 高橋　裕 00:54:53ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 宮城県32 2426 鈴木　克彦 00:54:56ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 岩手県33 2463 不藤　亮介 00:54:57ﾌﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県34 2440 松原　弘明 00:55:03ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 宮城県35 2407 菅原　俊浩 00:55:19ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ 宮城県36 2478 塚田　浩志 00:55:31ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 宮城県37 2410 清野　昌晴 00:55:55ｾｲﾉ ﾏｻﾊﾙ 宮城県38 2418 松井　隆弘 T 00:56:03ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 宮城県39 2431 成田　尚志 00:56:06ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ 福島県40 2450 横田　栄治 00:56:35ﾖｺﾀ ｴｲｼﾞ 宮城県41 2411 南條　睦樹 00:56:54ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾑﾂｷ 宮城県42 2445 菊川　博 00:56:58ｷｸｶﾜ ﾋﾛｼ 宮城県43 2420 佐藤　純一 00:57:05ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県44 2451 成瀬　啓 00:57:05ﾅﾙｾ ｹｲ 宮城県45 2425 秋山　興仁 虎の穴 00:57:54ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 宮城県46 2458 平塚　孝行 鳴瀬走ろう会 00:57:57ﾋﾗﾂｶ ﾀｶﾕｷ 宮城県47 2488 金井　秀晃 00:58:12ｶﾅｲ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県48 2473 本間　一宇 ADVANCE 00:58:47ﾎﾝﾏ ｲﾁｳ 宮城県49 2484 安達　幹也 00:58:56ｱﾀﾞﾁ ﾐｷﾔ 宮城県50 2480 雫井　脩介 00:59:04ｼｽﾞｸｲ ｼｭｳｽｹ 東京都 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50歳代10km男子50歳代10km男子50歳代10km男子50歳代

カナ 都市名51 2489 橋本　友之 00:59:15ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 福島県52 2474 岩淵　真一 眞友会 00:59:18ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 宮城県53 2413 平林　祐一 00:59:45ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 愛知県54 2452 水井　清一 01:00:31ﾐｽﾞｲ ｾｲｲﾁ 宮城県55 2483 岸和田　篤 01:00:36ｷｼﾜﾀﾞ ｱﾂｼ 埼玉県56 2423 永沼　健二 01:01:20ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 宮城県57 2477 斎藤　大 01:01:26ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 埼玉県58 2434 金野　雄 キモちＥ．ＲＣ 01:01:44ｷﾝﾉ ﾀｹｼ 岩手県59 2482 三浦　知之 01:02:31ﾐｳﾗ ﾄﾓﾕｷ 宮城県60 2449 関　陽輔 01:03:15ｾｷ ﾖｳｽｹ 宮城県61 2470 角掛　博之 ランナーポン吉 01:03:18ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ 岩手県62 2439 齋藤　靖夫 01:03:22ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 宮城県63 2419 福地　悟 ランジョグ 01:03:41ﾌｸﾁ ｻﾄﾙ 岩手県64 2404 青山　正樹 01:04:00ｱｵﾔﾏ ﾏｻｷ 宮城県65 2476 大川　修司 SWAC横浜 01:04:55ｵｵｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県66 2465 荒井　宏幸 01:04:57ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 宮城県67 2471 堀之内　宏行 チーム鈴鹿 01:04:59ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 三重県68 2416 境　公平 01:05:08ｻｶｲ ｺｳﾍｲ 静岡県69 2429 佐藤　正夫 01:05:22ｻﾄｳ ﾏｻｵ 宮城県70 2475 木村　洋 01:08:05ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 宮城県71 2462 長江　泰 01:10:11ﾅｶﾞｴ ﾔｽｼ 宮城県72 2464 上地　安郁 01:11:19ｳｴﾁ ﾔｽﾌﾐ 沖縄県73 2479 星　和哉 仙台SAC 01:11:31ﾎｼ ｶｽﾞﾔ 宮城県74 2433 上野　紀明 01:12:37ｳｴﾉ ﾉﾘｱｷ 宮城県75 2466 黒林　徹 01:14:03ｸﾛﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 埼玉県76 2486 市川　有宏 いいたて雪っ娘 01:15:31ｲﾁｶﾜ ｱﾘﾋﾛ 東京都77 2437 伊藤　利器 01:17:45ｲﾄｳ ﾘｷ 宮城県78 2467 水島　直也 01:23:06ﾐｽﾞｼﾏ ﾅｵﾔ 神奈川県79 2415 永田　昌浩 MTG 01:25:48ﾅｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 宮城県
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