
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50歳以上5km男子50歳以上5km男子50歳以上5km男子50歳以上

カナ 都市名1 4432 菅原　勲 東北電力 00:17:57ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻｵ 宮城県2 4418 他谷　和巳 神戸市消防局 00:19:31ﾀﾔ ｶｽﾞﾐ 兵庫県3 4440 今野　晴朗 おおさきＲＣ 00:19:50ｺﾝﾉ ﾊﾛｳ 宮城県4 4467 萬木　義範 Ｒ２東北 00:20:01ﾕﾙｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 大阪府5 4424 千田　宏輝 00:20:33ﾁﾀﾞ ｺｳｷ 岩手県6 4462 雲走　正和 ｸﾗﾌﾞR2 00:20:49ｸﾓｿｳ ﾏｻｶｽﾞ 宮城県7 4417 佐々木　誠 アルプス古川 00:20:57ｻｻｷ ﾏｺﾄ 宮城県8 4446 山崎　菊治 ＹＭＢＴ 00:21:09ﾔﾏｻﾞｷ ｷｸｼﾞ 宮城県9 4461 則武　浩司 首里城走ろう会 00:21:44ﾉﾘﾀｹ ｺｳｼﾞ 宮城県10 4401 相澤　隆弘 ＷＰＲＳ 00:21:57ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 宮城県11 4425 小松　寿 エレメンツ 00:22:29ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 宮城県12 4447 佐藤　一博 オリーブの会 00:22:36ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県13 4422 及川　満伸 00:22:44ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 岩手県14 4445 今野　秀明 チームカリブ 00:22:46ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県15 4408 畠山　義朗 00:22:54ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾛｳ 宮城県16 4439 松井　孝介 掛川愛ＲＵＮ人 00:22:57ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 静岡県17 4430 阿部　文洋 00:23:34ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県18 4459 鹿野　浩 00:24:24ｶﾉ ﾋﾛｼ 宮城県19 4419 柳原　信司 MSD 00:25:36ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 宮城県20 4406 佐々木　幸治 ＭＰＲＣ 00:25:40ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 宮城県21 4402 野地　政則 00:26:30ﾉｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 宮城県22 4429 原　也寸志 00:27:18ﾊﾗ ﾔｽｼ 宮城県23 4420 白鳥　嘉浩 チームくりはら 00:27:36ｼﾗﾄﾘ ﾖｼﾋﾛ 宮城県24 4434 國井　伸一 00:27:50ｸﾆｲ ｼﾝｲﾁ 宮城県25 4403 木村　忠男 00:28:01ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 宮城県26 4456 阿部　清 00:28:02ｱﾍﾞ ｷﾖｼ 宮城県27 4451 清水川　浩司 00:28:05ｼﾐｽﾞｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 宮城県28 4444 髙橋　修 00:29:08ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 宮城県29 4452 保原　安光 00:29:10ﾎﾊﾞﾗ ﾔｽﾐﾂ 宮城県30 4413 水戸　潤二 00:29:21ﾐﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 広島県31 4427 山下　道彦 00:29:30ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁﾋｺ 宮城県32 4468 後藤　孝芳 00:29:35ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾖｼ 宮城県33 4433 角張　雅浩 00:29:41ｶｸﾊﾞﾘ ﾏｻﾋﾛ 宮城県34 4423 渡邉　洋 00:30:01ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 宮城県35 4466 江郷　健 00:30:05ｴｺﾞｳ ｹﾝ 宮城県36 4431 中村　眞司 ２０１ナンゴウ 00:30:19ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 宮城県37 4436 橋元　勇 チームさくや 00:30:48ﾊｼﾓﾄ ｲｻﾑ 宮城県38 4448 小泉　博美 00:30:57ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐ 宮城県39 4411 櫻井　辰夫 00:30:58ｻｸﾗｲ ﾀﾂｵ 宮城県40 4458 千歩　和人 00:31:00ｾﾝﾌﾞ ｶｽﾞﾄ 埼玉県41 4407 池田　守 池田ブラザース 00:31:37ｲｹﾀﾞ ﾏﾓﾙ 宮城県42 4428 菅松　良孝 00:32:03ｽｶﾞﾏﾂ ﾖｼﾀｶ 宮城県43 4457 庄子　新一 00:33:51ｼｮｳｼﾞ ｼﾝｲﾁ 宮城県44 4415 稲見　清和 00:34:10ｲﾅﾐ ｷﾖｶｽﾞ 宮城県45 4453 葛原　秋夫 名取杜クラブ 00:34:32ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷｵ 宮城県46 4463 石井　晴雄 00:34:40ｲｼｲ ﾊﾙｵ 東京都47 4409 渡部　康正 千刈田区 00:35:04ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾏｻ 宮城県48 4414 榊原　常敏 チームニキ 00:35:35ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾂﾈﾄｼ 宮城県49 4435 落合　健一 00:36:06ｵﾁｱｲ ｹﾝｲﾁ 栃木県50 4437 中井　敏夫 00:36:43ﾅｶｲ ﾄｼｵ 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50歳以上5km男子50歳以上5km男子50歳以上5km男子50歳以上

カナ 都市名51 4455 郷　治夫 00:36:46ｺﾞｳ ﾊﾙｵ 宮城県52 4405 加藤　助夫 石巻タートル 00:37:53ｶﾄｳ ｽｹｵ 宮城県53 4416 佐々木　太一 なし 00:37:56ｻｻｷ ﾀｲﾁ 宮城県54 4454 須藤　弘一 00:38:13ｽﾄｳ ｺｳｲﾁ 宮城県55 4464 星野　清 00:39:00ﾎｼﾉ ｷﾖｼ 宮城県56 4426 佐々木　秀夫 第５０１軍団 00:39:19ｻｻｷ ﾋﾃﾞｵ 山形県57 4469 小山　善雄 00:39:24ｵﾔﾏ ﾖｼｵ 宮城県58 4412 矢川　昌宏 00:40:41ﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 宮城県59 4450 永沼　秀晃 ＹＡＣランナー 00:42:15ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県60 4438 南舘　勇喜夫 00:42:18ﾐﾅﾐﾀﾃ ﾕｷｵ 宮城県61 4449 加藤　哲也 00:43:34ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 宮城県62 4442 三神　敏 00:44:19ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 宮城県63 4460 小田　浩史 00:47:22ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県
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