
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

5km男子49歳以下5km男子49歳以下5km男子49歳以下5km男子49歳以下

カナ 都市名1 4084 大友　理貴 宮崎建設 00:16:38ｵｵﾄﾓ ﾘｷ 宮城県2 4080 加瀬谷　駿成 00:17:15ｶｾｶﾞｲ ｼｭﾝｾｲ 宮城県3 4027 小野寺　元気 チーム気仙沼 00:17:19ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ 宮城県4 4042 芳野　裕哉 石巻工業高校 00:18:17ﾖｼﾉ ﾕｳﾔ 宮城県5 4001 菅井　正典 トーキン 00:18:24ｽｶﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 宮城県6 4051 大畑　将吾 00:18:29ｵｵﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ 宮城県7 4007 鈴木　研一郎 スガシン商店 00:18:43ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県8 4008 郷古　勝浩 塩竈市役所 00:19:46ｺﾞｳｺ ｶﾂﾋﾛ 宮城県9 4029 後藤　仁義 00:19:47ｺﾞﾄｳ ﾂﾙｷﾞ 宮城県10 4068 柴田　早実 ブルーRC大崎 00:19:57ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾐ 宮城県11 4004 今野　哲男 00:20:11ｺﾝﾉ ﾃﾂｵ 宮城県12 4021 佐藤　晋輔 00:20:19ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 宮城県13 4017 佐藤　真也 00:20:24ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 宮城県14 4024 他谷　俊紘 00:21:05ﾀﾔ ﾄｼﾋﾛ 宮城県15 4026 佐々木　智哉 00:21:12ｻｻｷ ﾄﾓﾔ 宮城県16 4060 伊藤　晋也 00:21:34ｲﾄｳ ｼﾝﾔ 宮城県17 4083 村山　順 土手ラン友の会 00:21:37ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 宮城県18 4016 舘脇　正行 YMBTﾁｰﾑ 00:21:46ﾀﾃﾜｷ ﾏｻﾕｷ 宮城県19 4067 相澤　英昭 オリーブの会 00:21:52ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県20 4053 三浦　浩 00:21:55ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 宮城県21 4003 峯田　貴博 ＹＭＢＴ 00:22:08ﾐﾈﾀ ﾀｶﾋﾛ 宮城県22 4045 木村　和典 00:22:32ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県23 4022 後藤　康太 ブルークラブ 00:22:43ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 宮城県24 4078 後藤　駿介 Rミッキーズ 00:23:09ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 宮城県25 4018 阿部　信哉 00:23:47ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 宮城県26 4038 佐藤　充 00:23:48ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 宮城県27 4032 遠藤　悠輔 00:23:57ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 宮城県28 4093 田口　雅俊 はれこむぎ 00:24:03ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 宮城県29 4020 髙橋　和也 00:24:34ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 宮城県30 4013 鈴木　隆之 00:24:40ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 宮城県31 4064 山口　薫 00:24:58ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾙ 神奈川県32 4095 芳賀　啓祐 00:25:10ﾊｶﾞ ｹｲｽｹ 宮城県33 4075 高見　一幾 00:25:28ﾀｶﾐ ｶｽﾞｷ 青森県34 4037 佐藤　一真 00:25:31ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ 宮城県35 4049 金田　富之 00:26:17ｶﾈﾀﾞ ﾄﾐﾕｷ 宮城県36 4058 橘高　伸五 CTC 00:26:25ｷｯﾀｶ ｼﾝｺﾞ 愛知県37 4036 荒谷　大輔 00:26:41ｱﾗﾔ ﾀﾞｲｽｹ 青森県38 4002 佐藤　諒 00:26:53ｻﾄｳ ﾘｮｳ 岩手県39 4088 今野　秀巳 00:27:18ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾐ 宮城県40 4030 菅原　太一 00:27:20ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 宮城県41 4092 國井　太陽 00:27:27ｸﾆｲ ﾀｲﾖｳ 宮城県42 4011 大橋　智裕 00:27:47ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県43 4057 石田　修平 00:28:04ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 秋田県44 4048 田村　峻章 00:28:32ﾀﾑﾗ ﾀｶｱｷ 東京都45 4046 横山　貴光 00:28:34ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾐﾂ 宮城県46 4062 高橋　寿司 00:28:35ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ 宮城県47 4012 新本　起也 TYRHK 00:28:41ｱﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ 宮城県48 4063 結城　宏之 00:28:58ﾕｳｷ ﾋﾛﾕｷ 宮城県49 4087 西原　隆浩 00:29:14ﾆｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 宮城県50 4098 遠藤　崇正 00:29:18ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 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
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5km男子49歳以下5km男子49歳以下5km男子49歳以下5km男子49歳以下

カナ 都市名51 4034 菅原　真司 00:29:41ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 宮城県52 4028 鈴木　健介 00:29:55ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ 宮城県53 4047 北村　篤史 00:29:58ｷﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 岩手県54 4005 東海林　寛史 00:30:08ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾋﾛｼ 宮城県55 4050 河井　夏月 00:30:10ｶﾜｲ ｶﾂﾞｷ 宮城県56 4071 水澤　崇 00:30:16ﾐｽﾞｻﾜ ﾀｶｼ 宮城県57 4090 高屋敷　秀義 00:30:16ﾀｶﾔｼｷ ﾋﾃﾞﾖｼ 青森県58 4094 金子　尚樹 00:30:37ｶﾈｺ ﾅｵｷ 宮城県59 4097 三宮　圭司 00:30:56ｻﾝﾐﾔ ｹｲｼ 宮城県60 4033 御守　邦洋 00:31:10ﾐﾓﾘ ｸﾆﾋﾛ 宮城県61 4091 藤田　雄造 00:31:19ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ 青森県62 4056 大森　俊幸 00:31:31ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾕｷ 宮城県63 4055 林　幸治 00:32:14ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 宮城県64 4077 谷崎　佑磨 石巻市役所 00:32:16ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳﾏ 宮城県65 4014 工藤　悟 00:32:23ｸﾄﾞｳ ｻﾄﾙ 宮城県66 4082 三浦　敏 00:32:24ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 宮城県67 4039 久光　雄介 00:32:56ﾋｻﾐﾂ ﾕｳｽｹ 宮城県68 4006 阿部　好伸 ＹＡＣグループ 00:33:50ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 宮城県69 4052 神崎　広夢 00:33:54ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 宮城県70 4031 三浦　龍 00:34:05ﾐｳﾗ ﾘｭｳ 宮城県71 4019 内海　幸一郎 00:34:19ｳﾂﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 宮城県72 4069 高岸　英昭 00:34:21ﾀｶｷﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都73 4066 泉　貴志 日本製紙 00:34:24ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ 神奈川県74 4072 古志　康仁 日本製紙 00:34:24ｺｼ ﾔｽﾋﾄ 東京都75 4074 金　春権 日本製紙 00:34:24ｷﾝ ｼｭﾝｹﾝ 東京都76 4041 村上　光一 00:34:24ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ 宮城県77 4085 西川　義弘 00:34:29ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 宮城県78 4070 福田　耕大 00:35:47ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山形県79 4086 工藤　英史 00:36:13ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｼ 宮城県80 4081 高野　陽太 TEAM山輪車 00:37:01ﾀｶﾉ ﾖｳﾀ 宮城県81 4009 高野　晴希 TEAM山輪車 00:37:01ﾀｶﾉ ﾊﾙｷ 宮城県82 4059 塩入　誓 00:37:12ｼｵｲﾘ ﾁｶｲ 宮城県83 4073 前川　しんじ 00:37:35ﾏｴｶﾜ ｼﾝｼﾞ 宮城県84 4089 和賀　正利 00:37:52ﾜｶﾞ ﾏｻﾄｼ 宮城県85 4043 安倍　章 JAいしのまき 00:38:58ｱﾍﾞ ｱｷﾗ 宮城県86 4044 高橋　義仁 00:41:08ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾄ 宮城県87 4079 伊藤　翔太 00:41:38ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 宮城県88 4061 須浪　知亮 00:42:03ｽﾅﾐ ﾄﾓｱｷ 京都府89 4054 伊藤　健一 00:42:13ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 宮城県90 4040 吉井　信 千葉市役所 00:42:20ﾖｼｲ ﾏｺﾄ 千葉県
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