
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

ハーフマラソン男子60歳以上ハーフマラソン男子60歳以上ハーフマラソン男子60歳以上ハーフマラソン男子60歳以上

カナ 都市名1 926 佐藤　好史 田清魚店塩釜 01:32:11ｻﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 宮城県2 906 清野　岳彦 01:37:03ｾｲﾉ ﾀｹﾋｺ 宮城県3 959 佐竹　誠二郎 ウェル亀徳島 01:37:10ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ 徳島県4 957 三浦　昭彦 石巻桜坂ＲＣ 01:38:12ﾐｳﾗ ｱｷﾋｺ 宮城県5 958 奥村　修二 01:41:17ｵｸﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県6 950 久野　篤 セタクンＲ1 01:45:01ｸﾉ ｱﾂｼ 東京都7 943 阿部　仁 01:47:05ｱﾍﾞ ｼﾞﾝ 兵庫県8 910 熊谷　勉 01:48:41ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾄﾑ 宮城県9 927 和田　眞一 わきたつ東北 01:48:44ﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 宮城県10 909 楯石　光弘 白楊クラブ 01:49:22ﾀﾃｲｼ ﾐﾂﾋﾛ 宮城県11 941 阿部　貢 01:50:22ｱﾍﾞ ﾐﾂｸﾞ 新潟県12 949 大和　洋一 一度会RC 01:50:42ﾔﾏﾄ ﾖｳｲﾁ 東京都13 953 陸川　晃 祥雲RC 01:51:19ﾘｸｶﾜ ｱｷﾗ 新潟県14 925 庄子　英治 01:52:10ｼｮｳｼﾞ ｴｲｼﾞ 宮城県15 921 柴田　基宏 01:52:45ｼﾊﾞﾀ ﾓﾄﾋﾛ 埼玉県16 924 武藤　富士夫 加美町 01:54:07ﾑﾄｳ ﾌｼﾞｵ 宮城県17 940 山口　辰馬 01:54:28ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾏ 宮城県18 923 田村　敏彦 スマイルラン 01:54:43ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 岩手県19 935 相浦　雄一 鳴瀬走ろう会 01:55:13ｱｲｳﾗ ﾕｳｲﾁ 宮城県20 968 鑓水　彰 01:55:16ﾔﾘﾐｽﾞ ｱｷﾗ 宮城県21 917 猪股　実 01:56:10ｲﾉﾏﾀ ﾐﾉﾙ 宮城県22 954 守　修一 01:56:17ﾓﾘ ｼｭｳｲﾁ 宮城県23 960 庄司　勝彦 01:56:35ｼｮｳｼﾞ ｶﾂﾋｺ 宮城県24 933 岩佐　和之 岩佐接骨院 02:00:33ｲﾜｻ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県25 913 石嶋　昇 きつれ川幼稚園 02:01:57ｲｼｼﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ 栃木県26 944 谷口　秀実 02:02:58ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾐ 宮城県27 902 津川　光政 02:03:33ﾂｶﾞﾜ ﾐﾂﾏｻ 宮城県28 965 馬場　信吾 02:03:57ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｺﾞ 神奈川県29 931 安倍　和善 02:04:39ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ 宮城県30 964 高橋　正能 宮城復興局 02:06:26ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 宮城県31 916 阿部　昭一 02:06:51ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 宮城県32 920 山崎　武彦 松島海岸診療所 02:08:48ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾋｺ 宮城県33 911 安倍　静雄 焼石３６ＦＲＣ 02:08:58ｱﾝﾊﾞｲ ｼｽﾞｵ 岩手県34 956 森　典史 02:11:41ﾓﾘ ﾉﾘﾌﾐ 三重県35 929 坂本　善昭 フリー 02:11:55ｻｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ 宮城県36 915 道浦　秀夫 02:13:52ﾐﾁｳﾗ ﾋﾃﾞｵ 宮城県37 905 原　吉宏 02:14:11ﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 宮城県38 967 公平　隆志 311忘れない 02:15:29ｺｳﾍｲ ﾀｶｼ 千葉県39 952 佐藤　忠宏 ＪＡ古川 02:15:34ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 宮城県40 936 平　雄悦 石巻タートルク 02:15:35ﾀｲﾗ ﾕｳｴﾂ 宮城県41 912 菅原　質 02:15:54ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ 宮城県42 938 本吉　正 タートルクラブ 02:16:21ﾓﾄﾖｼ ﾀﾀﾞｼ 宮城県43 955 菊池　正芳 パークランナー 02:17:19ｷｸﾁ ﾏｻﾖｼ 東京都44 939 石田　弘 02:18:22ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 宮城県45 947 松田　成信 02:18:37ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 宮城県46 951 飯塚　克己 02:18:39ｲｲﾂﾞｶ ｶﾂﾐ 東京都47 945 中澤　敏行 阿佐ヶ谷ぼー 02:18:45ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 東京都48 901 鈴木　成夫 02:20:46ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ 宮城県49 963 タカハシ　ノボル 02:20:51ﾀｶﾊｼ ﾉﾎﾞﾙ 宮城県50 937 八巻　正利 FCRC 02:22:27ﾔﾏｷ ﾏｻﾄｼ 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

ハーフマラソン男子60歳以上ハーフマラソン男子60歳以上ハーフマラソン男子60歳以上ハーフマラソン男子60歳以上

カナ 都市名51 962 高瀬　敏久 02:24:09ﾀｶｾ ﾄｼﾋｻ 東京都52 918 中嶋　長藏 笑福楽走会 02:24:59ﾅｶｼﾏ ﾁｮｳｿﾞｳ 宮城県53 934 小嶋　毅 株アイケーエス 02:25:19ｵｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 宮城県54 907 星　正作 02:25:43ﾎｼ ｾｲｻｸ 宮城県55 930 庄司　光雄 02:26:33ｼｮｳｼﾞ ﾐﾂｵ 宮城県56 946 見澤　昭人 ＳＫＳ　ＲＣ 02:29:58ﾐｻﾜ ｱｷﾋﾄ 北海道57 914 大西　康美 無 02:31:52ｵｵﾆｼ ﾔｽﾐ 宮城県58 966 菊地　克則 02:37:00ｷｸﾁ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県59 928 門岡　憲彦 02:38:28ｶﾄﾞｵｶ ﾉﾘﾋｺ 宮城県60 932 後藤　義美 関専６Ｍ１ 02:46:48ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾐ 宮城県
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