
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60歳以上10km男子60歳以上10km男子60歳以上10km男子60歳以上

カナ 都市名1 2616 浅利　誠司 あさりちゃん２ 00:42:44ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ 岩手県2 2643 阿部　幹男 石巻 00:45:01ｱﾍﾞ ﾐｷｵ 宮城県3 2666 斉藤　利昭 斉藤工務店 00:45:06ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 宮城県4 2611 鹿野　八弥 鳴瀬走ろう会 00:45:38ｶﾉ ﾊﾁﾔ 宮城県5 2668 大和　悦郎 ｽｽﾞRUN走 00:46:37ﾔﾏﾄ ｴﾂﾛｳ 宮城県6 2634 佐々木　弘 宮城田尻倶楽部 00:47:02ｻｻｷ ﾋﾛｼ 宮城県7 2612 二郷　順 南郷ランラン 00:47:21ﾆｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県8 2614 渡辺　徹 ＭＰＲＣ仙台 00:49:32ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 宮城県9 2662 鈴木　光弘 北茨城市 00:50:10ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県10 2603 木村　光治 00:50:49ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 宮城県11 2633 佐々木　清一 萱刈窪走友会 00:52:39ｻｻｷ ｾｲｲﾁ 岩手県12 2650 金沢　俊郎 00:52:46ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｼﾛｳ 宮城県13 2645 成田　豊勝 ＭＰＲＣ 00:52:53ﾅﾘﾀ ﾄﾖｶﾂ 宮城県14 2644 吉田　健悦 00:52:55ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｴﾂ 宮城県15 2670 鈴木　良幸 00:53:11ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 宮城県16 2606 今野　昌利 ザ完走 00:53:26宮城県17 2626 岩渕　誠一 00:53:38ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｲﾁ 宮城県18 2661 鈴木　清一 00:54:22ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 岩手県19 2605 髙野　源一 Ｕ－ＳＴＹＬＥ 00:54:30ﾀｶﾉ ｹﾞﾝｲﾁ 宮城県20 2671 楠山　弘之 00:55:00ｸｽﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都21 2604 阿部　良治 00:55:08ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 宮城県22 2660 菊地　秀勝 00:55:14ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｶﾂ 宮城県23 2602 佐藤　秀二 00:56:18宮城県24 2638 藤原　宏実 00:56:25ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ 宮城県25 2610 齋藤　博 名取ＲＣ 00:57:40ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 宮城県26 2629 古山　和夫 00:57:59ﾌﾙﾔﾏ ｶｽﾞｵ 宮城県27 2617 須藤　孝行 気仙沼ＭＣ 00:58:26ｽﾄｳ ﾀｶﾕｷ 宮城県28 2624 遠藤　啓 00:58:28ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 宮城県29 2664 池田　正明 ハナトピア 00:58:28ｲｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ 宮城県30 2618 安倍　秀一 00:58:30ｱﾝﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 宮城県31 2609 平間　耕吉 00:58:33ﾋﾗﾏ ｺｳｷﾁ 宮城県32 2635 鈴木　雅裕 チームミホ 00:58:43ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 宮城県33 2601 伊藤　真也 大和トータス 00:58:44ｲﾄｳ ｼﾝﾔ 宮城県34 2672 相澤　洋一 Ｔｅａｍ通研 00:59:06ｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 宮城県35 2607 金野　実 00:59:06ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ 岩手県36 2630 沢野　政文 00:59:24ｻﾜﾉ ﾏｻﾌﾐ 埼玉県37 2674 真下　智幹 本庄東高等学校 01:00:24ﾏｼﾓ ﾁｶﾗ 群馬県38 2619 伊藤　悦男 01:00:27ｲﾄｳ ｴﾂｵ 宮城県39 2673 鈴木　順一 01:00:59ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県40 2647 茄子川　清美 01:01:28ﾅｽｶﾜ ｷﾖﾐ 宮城県41 2667 佐々木　淳夫 01:01:31ｻｻｷ ｱﾂｵ 宮城県42 2640 佐藤　康仁 (株)佐藤石油 01:01:33ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾄ 宮城県43 2628 錦戸　潤 01:01:38ﾆｼｷﾄﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県44 2654 渡部　勤 タートルクラブ 01:01:45ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 宮城県45 2631 佐々木　繁 01:01:59ｻｻｷ ｼｹﾞﾙ 宮城県46 2632 山崎　猛男 ABC RC 01:02:34ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｵ 宮城県47 2620 紺野　芳宏 仙台高砂走友会 01:02:52ｺﾝﾉ ﾖｼﾋﾛ 宮城県48 2651 三浦　浩 01:03:12ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 宮城県49 2655 鈴木　重親 石巻タートル 01:03:22ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾁｶ 宮城県50 2636 伊藤　雅章 01:03:44ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 宮城県 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60歳以上10km男子60歳以上10km男子60歳以上10km男子60歳以上

カナ 都市名51 2639 伊藤　純 仙台大学同走会 01:04:19ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県52 2665 鈴木　康弘 鈴木自動車整備 01:04:32ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 宮城県53 2652 中村　和裕 01:04:40ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県54 2653 我妻　忠 仙台福室走友会 01:05:34宮城県55 2621 長岡　直人 釜石はせっぺす 01:05:57ﾅｶﾞｵｶ ﾅｵﾄ 岩手県56 2642 浅野　武男 なし 01:06:17ｱｻﾉ ﾀｹｵ 宮城県57 2613 八木　忠夫 01:06:29ﾔｷﾞ ﾀﾀﾞｵ 宮城県58 2678 段家　道弘 01:08:56ﾀﾞﾝｹ ﾐﾁﾋﾛ 宮城県59 2669 神谷　隆 01:10:26ｶﾐﾔ ﾀｶｼ 東京都60 2663 尾崎　康弘 01:10:38ｵｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉県61 2615 太田　繁三 角田市走ろう会 01:10:43ｵｵﾀ ｼｹﾞﾐ 宮城県62 2608 木村　洋一 石巻タートルＣ 01:11:56宮城県63 2648 工藤　光一 01:12:48ｸﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 宮城県64 2622 五十嵐　章 01:12:57ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾗ 宮城県65 2677 大森　信治郎 専修大大森ゼミ 01:13:38ｵｵﾓﾘ ｼﾝｼﾞﾛｳ 宮城県66 2623 新井　弘美 01:14:37ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 宮城県67 2675 安達　孝一 01:15:25ｱﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁ 山形県68 2659 杉山　元彦 01:16:01ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷﾋｺ 福岡県69 2646 鈴木　貞雄 01:16:29ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞｵ 宮城県70 2657 薄木　成也 01:17:53ｳｽｷ ｾｲﾔ 宮城県71 2658 河原　正史 01:22:00ｶﾜﾊﾗ ﾏｻｼ 東京都72 2649 伊藤　源治 ちんから峠 01:34:33ｲﾄｳ ｹﾞﾝｼﾞ 宮城県
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