
復活の道しるべ 2019 陸前高田応援マラソン 2019/11/17
順位 氏名 所属 記録ナンバー

11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上

カナ 都市名1 6420 千田　太貴 高田高校2年生 00:40:28ﾁﾀﾞ ﾀｲｷ 陸前高田市2 6262 伊藤　貴士 00:40:54ｲﾄｳ ﾀｶｼ 埼玉県3 6249 小野寺　敬 00:41:46ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 一関市4 6422 菅野　伸 00:42:23ｶﾝﾉ ｼﾝ 陸前高田市5 6223 目移　和行 雫石町陸協 00:42:52ﾒｳﾂﾘ ｶｽﾞﾕｷ 雫石町6 6222 加藤　和彦 00:44:09ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県7 6240 金野　拓也 00:44:48ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ 奥州市8 6209 菊池　秀哉 のりりんクラブ 00:45:16ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾔ 大船渡市9 6128 及川　仁一 森山クラブ 00:45:27ｵｲｶﾜ ｼﾞﾝｲﾁ 金ヶ崎町10 6052 佐藤　竜介　 フリーデン 00:46:04ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 一関市11 6261 扇柳　祐樹 スポーツリンク 00:46:31ｵｳｷﾞﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ 北上市12 6237 佐藤　一也 東北精密 00:46:51ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 盛岡市13 6167 由利　保 00:47:05ﾕﾘ ﾀﾓﾂ 奥州市14 6277 金今　裕樹 00:47:39ｶﾈｺﾝ ﾕｳｷ 宮古市15 6242 高鷹　健佑 00:48:45ｺｳﾀｶ ｹﾝｽｹ 北上市16 6164 菅原　憲哉 県南広域振興局 00:48:47ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔ 金ケ崎町17 6229 熊谷　周作 気仙沼ＭＣ 00:48:52ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｻｸ 宮城県18 6177 浅野　和久 00:49:24ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県19 6182 中山　昇一朗 00:49:49ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 花巻市20 6231 加藤　篤 小武方走友会 00:49:57ｶﾄｳ ｱﾂｼ 盛岡市21 6110 村上　正 岩手県庁走友会 00:49:58ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ 紫波町22 6133 石川　博行 00:49:58ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 秋田県23 6146 猪俣　広志 00:50:02ｲﾉﾏﾀ ﾋﾛｼ 釜石市24 6220 菊地　博友 00:50:31ｷｸﾁ ﾋﾛﾄﾓ 奥州市25 6279 小谷地　峻也 00:51:02ｺﾔﾁ ｼｭﾝﾔ 盛岡市26 6258 只埜　良典 チーム丸和 00:51:25ﾀﾀﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 宮城県27 6267 佐藤　雅 00:51:29ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 宮城県28 6201 薄田　智也 野球倶楽部夢桜 00:51:47ｽｽｷﾀ ﾄﾓﾔ 秋田県29 6024 サルモンガブリエル 00:51:49ｻﾙﾓﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 東京都30 6216 千葉　寿人 00:51:50ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋﾄ 滝沢市31 6424 木村　聡 00:51:58ｷﾑﾗ ｱｷﾗ 陸前高田市32 6196 横谷　哲禎 00:52:17ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ 盛岡市33 6125 佐藤　聡 00:52:34ｻﾄｳ ｻﾄｼ 大船渡市34 6005 山下　浩樹 00:52:43ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 盛岡市35 6284 菊池　拓哉 ひらさか美容室 00:52:48ｷｸﾁ ﾀｸﾔ 奥州市36 6414 伊藤　芳光 00:52:51ｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 陸前高田市37 6156 安川　慎治 00:52:57ﾔｽｶﾜ ｼﾝｼﾞ 東京都38 6149 佐藤　由則 00:52:58ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 大船渡市39 6138 椙目　進太郎 00:53:12ｽｷﾞﾉﾒ ｼﾝﾀﾛｳ 一関市40 6402 細谷　智史 00:53:20ﾎｿﾔ ｻﾄｼ 陸前高田市41 6028 Noguchi Mashifu 00:53:28ﾉｸﾞﾁ ﾏｼﾌ 東京都42 6268 宮本　聡介 00:53:32ﾐﾔﾓﾄ ｿｳｽｹ 宮城県43 6408 吉田　俊一 00:53:41ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 陸前高田市44 6265 戸田　優 00:53:42ﾄﾀﾞ ﾕｳ 北上市45 6416 菅原　勇太 (一社)マルゴト陸前高田 00:53:46ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 陸前高田市46 6419 及川　昴大 00:53:50ｵｲｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 陸前高田市47 6030 荒木　将行 大和ハウス工業 00:53:59ｱﾗｷ ﾏｻﾕｷ 宮城県48 6288 菊池　星耶 盛岡峰南高等支 00:54:02ｷｸﾁ ｾｲﾔ 奥州市49 6276 田中　訓史 00:54:10ﾀﾅｶ ﾉﾘﾌﾐ 二戸市50 6245 山崎　雄大 00:54:10ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 二戸市 1/6 ページTimed by　アイサム
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11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上

カナ 都市名51 6026 石川翔平 00:54:17ｲｼｶﾜｼｮｳﾍｲ 東京都52 6431 島田　久長 ㈱岩手銀行高田支店 00:54:18ｼﾏﾀﾞ ﾋｻﾅｶﾞ 陸前高田市53 6053 内村　直也 フリーデン 00:54:24ｳﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 一関市54 6148 阿部　知広 チーム阿部家 00:54:32ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 一関市55 6157 佐々木　龍 Nsマラソン部 00:54:44ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 奥州市56 6040 西田　智 みずほ銀行 00:54:56ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ 盛岡市57 6037 上村　晋平 みずほ銀行 00:54:57ｳｴﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 盛岡市58 6166 佐々木　基 中部病院 00:55:00ｻｻｷ ﾓﾄｲ 花巻市59 6178 辺見　敬 00:55:00ﾍﾝﾐ ﾀｶｼ 盛岡市60 6140 佐々木　透 ふるさとRC 00:55:03ｻｻｷ ﾄｵﾙ 奥州市61 6124 伊東　正徳 00:55:05ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 一関市62 6003 山本　章太 00:55:13ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 神奈川県63 6141 大峠　進 00:55:16ｵｵﾄｳｹﾞ ｽｽﾑ 紫波町64 6006 勝部　祐也 00:55:21ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾔ 一関市65 6105 中村　剛裕 ハローワーク 00:55:23ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 大船渡市66 6162 高橋　武 ㈱小原建設 00:55:31ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 北上市67 6107 千葉　彦一 東北電ＩＨＭＣ 00:55:32ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ 奥州市68 6034 佐伯　力 兼松（株） 00:55:34ｻｴｷ ﾁｶﾗ 東京都69 6173 菅原　政弘 ルアナRC 00:55:36ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 一関市70 6434 松井　宏充 00:55:38ﾏﾂｲ ﾋﾛﾐﾁ 陸前高田市71 6009 安海　貴 00:55:41ｱｽﾞﾐ ﾀｶｼ 宮古市72 6126 田中　隆司 みたけクラブ 00:55:45ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 盛岡市73 6031 杉原　亮 兼松（株） 00:55:54ｽｷﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 東京都74 6185 折目　暢巳 00:55:56ｵﾘﾒ ﾏｻﾐ 盛岡市75 6405 細谷　昭平 ㈱大船渡ホンダ 00:56:09ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ 陸前高田市76 6174 熊澤　裕樹 00:56:16ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 盛岡市77 6239 大森　潤 00:56:17ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 東京都78 6096 佐藤　義昭 00:56:25ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 岩手町79 6217 佐藤　岳大 「浪漫」 00:56:32ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 盛岡市80 6130 藤澤　秀一 山岸小AC 00:56:36ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭｳｲﾁ 盛岡市81 6248 上杉　卓 00:56:38ｳｴｽｷﾞ ﾀｸ 北上市82 6234 岡村　洋 00:56:41ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 兵庫県83 6090 津谷　義仁 00:56:50ﾂﾔ ﾖｼﾋﾄ 秋田県84 6101 盛合　勤 楽しくランラン 00:56:52ﾓﾘｱｲ ﾂﾄﾑ 宮古市85 6114 久慈　清治 00:56:52ｸｼﾞ ｾｲｼﾞ 久慈市86 6163 菊地　伸行 塩釜ＦＭＣ 00:56:57ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県87 6214 大竹　真 00:57:00ｵｵﾀｹ ﾏｺﾄ 盛岡市88 6150 熊谷　和典 岩手県庁走友会 00:57:04ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ 大船渡市89 6035 了木　正俊 兼松（株） 00:57:14ﾘｮｳｷ ﾏｻﾄｼ 東京都90 6403 佐藤　福廣 00:57:16ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 陸前高田市91 6272 佐藤　大和 白鳥苑 00:57:18ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 宮城県92 6415 山田　龍 00:57:26ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 陸前高田市93 6255 近藤　祥彦 00:57:41ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 盛岡市94 6274 古川　貴伸 00:57:49ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ 東京都95 6263 服部　雄太 00:58:03ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾀ 東京都96 6207 阿部　英明 修行走 00:58:05ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 盛岡市97 6160 多田　健市 ケミコン岩手 00:58:06ﾀﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 北上市98 6191 藤本　徹 北上市小原建設 00:58:11ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ 北上市99 6068 千田　昭宏 気仙TR 00:58:18ﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 陸前高田市100 6084 佐藤　達雄 00:58:25ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 北上市 2/6 ページTimed by　アイサム
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カナ 都市名101 6206 梶原　晃 虎の穴 00:58:34ｶｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 宮城県102 6127 田沼　修 清水建設（株） 00:58:35ﾀﾇﾏ ｵｻﾑ 宮城県103 6014 青木　克典 00:58:36ｱｵｷ ｶﾂﾉﾘ 奥州市104 6406 久我　高虎 清水ＪＶ 00:58:37ｸｶﾞ ﾀｶﾄﾗ 陸前高田市105 6085 根岸　良実 奥州水沢愛走会 00:58:41ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾐ 奥州市106 6195 畠山　満 畠山工機 00:58:46ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾂﾙ 宮城県107 6184 太田　及自 00:58:47ｵｵﾀ ｷｭｳｼﾞ 山形県108 6139 岩間　健 宮古市役所ＳＲ 00:58:48ｲﾜﾏ ﾀｹｼ 宮古市109 6155 佐藤　建治 00:58:52ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 盛岡市110 6038 齋藤　竜哉 みずほ銀行 00:59:00ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 盛岡市111 6065 駒田　開 TMNF 00:59:02ｺﾏﾀﾞ ｶｲ 盛岡市112 6152 工藤　忠康 00:59:05ｸﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾔｽ 宮城県113 6067 藤澤　祐人 00:59:07ﾌｼﾞｻﾜﾕｳﾄ 東京都114 6113 国分　利美 アルプスアルパ 00:59:09ｺｸﾌﾞﾝ ﾄｼﾐ 宮城県115 6002 矢久保　学 00:59:11ﾔｸﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県116 6187 伊藤　定博 JSC 00:59:19ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 北上市117 6199 小野　昌彦 00:59:27ｵﾉ ﾏｻﾋｺ 奥州市118 6089 浅沼　順一 大迫走友会 00:59:30ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 花巻市119 6051 重良　素史 フリーデン 00:59:37ｼﾞｭｳﾛｳ ﾓﾄｼ 一関市120 6210 小山　淳 00:59:41ｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 宮城県121 6411 田村　敏彦 00:59:42ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 陸前高田市122 6232 眞下　義幸 00:59:43ﾏｯｶ ﾖｼﾕｷ 盛岡市123 6437 長根　彰範 00:59:44ﾅｶﾞﾈ ｱｷﾉﾘ 陸前高田市124 6018 熊谷　淳 00:59:47ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂｼ 宮城県125 6081 中園　教一 樹里ランナーズ 00:59:50ﾅｶｿﾞﾉ ｷｮｳｲﾁ 花巻市126 6417 千葉　精司 00:59:52ﾁﾊﾞ ｾｲｼﾞ 陸前高田市127 6045 橋本　紘希 みずほ証券 00:59:57ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 盛岡市128 6091 亀井　博文 00:59:59ｶﾒｲ ﾋﾛﾌﾐ 奥州市129 6015 円舘　千春 01:00:10ｴﾝﾀﾞﾃ ﾁﾊﾙ 北上市130 6179 志和　一実 01:00:18ｼﾜ ｶｽﾞﾐ 山田町131 6012 畠山　大和 01:00:24ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 青森県132 6212 福井　正人 01:00:28ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 盛岡市133 6154 小野　明則 住友生命 01:00:29ｵﾉ ｱｷﾉﾘ 一関市134 6286 藤田　京佑 01:00:54ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 盛岡市135 6432 小川　充 カネマン大船渡 01:00:55ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 陸前高田市136 6252 高橋　享佑 01:00:56ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 一関市137 6287 赤迫　和也 01:00:58ｱｶｻｺ ｶｽﾞﾔ 盛岡市138 6410 村上　雅昭 01:01:08ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ 陸前高田市139 6176 阿部　由貴 真壁病院 01:01:14ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ 宮城県140 6023 福田　亮一 01:01:27ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 盛岡市141 6064 岩田　高明 TMNF 01:01:38ｲﾜﾀ ﾀｶｱｷ 盛岡市142 6221 川村　真治 01:01:38ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 花巻市143 6134 山田　壮史 岩手県庁走友会 01:01:39ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 盛岡市144 6275 福田　翔 北上GAC 01:01:40ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 盛岡市145 6228 大友　俊彦 ㈱カネサ藤原屋 01:01:40ｵｵﾄﾓ ﾄｼﾋｺ 宮城県146 6121 加藤　文明 01:01:40ｶﾄｳ ﾌﾐｱｷ 盛岡市147 6099 淡路　定明 01:01:44ｱﾜｼﾞ ｻﾀﾞｱｷ 釜石市148 6208 古川　秀司 ＴくらうんＲＣ 01:01:45ｺｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 青森県149 6238 今井　佐三 01:01:52ｲﾏｲ ｻｿﾞｳ 盛岡市150 6421 千葉　春彦 01:01:53ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ 陸前高田市 3/6 ページTimed by　アイサム
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11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上

カナ 都市名151 6004 長坂　洋 01:01:54ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｼ 洋野町152 6086 佐々木　清一 萱刈窪走友会 01:01:56ｻｻｷ ｾｲｲﾁ 奥州市153 6008 廣瀬　匡司 ポンコツチーム 01:01:58ﾋﾛｾ ﾏｻｼ 盛岡市154 6077 小野寺　仁 後藤工建 01:02:00ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ 一関市155 6049 植木　俊行 01:02:03ｳｴｷﾄｼﾕｷ 大阪府156 6226 結城　一声 YMC／SRC 01:02:15ﾕｳｷ ｲｯｾｲ 山形県157 6282 城倉　宏成 NPO・SET 01:02:30ｼﾞｮｳｸﾗ ﾋﾛﾅﾘ 千葉県158 6106 渡邉　正 まいぺーす 01:02:30ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都159 6104 斉藤　栄司 尾花沢９条の会 01:02:36ｻｲﾄｳ ｴｲｼﾞ 山形県160 6074 永井　功 碁石海岸RC 01:02:39ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ 大船渡市161 6032 升井　健吾 兼松（株） 01:02:40ﾏｽｲ ｹﾝｺﾞ 東京都162 6137 菊池　紀人 奥州前沢AC 01:02:42ｷｸﾁ ﾉﾘﾋﾄ 盛岡市163 6418 佐藤　隼人 01:03:08ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 陸前高田市164 6069 藤巻　和広 01:03:11ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県165 6131 澤舘　忠良 東北電ＩＨＭｃ 01:03:14ｻﾜﾀﾞﾃ ﾀﾀﾞﾖｼ 北上市166 6170 菊池　賢 釜石清掃企業 01:03:23ｷｸﾁ ｻﾄｼ 釜石市167 6100 髙橋　勝徳 上野法律専門学 01:03:24ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 盛岡市168 6241 坂本　卓也 01:03:30ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 盛岡市169 6247 鈴木　健太 01:03:32ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 盛岡市170 6083 石川　光也 01:03:38ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾔ 盛岡市171 6073 菅原　隆一 後藤工建 01:03:39ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｲﾁ 一関市172 6142 清河　達朗 TEAM白石城 01:03:41ｷﾖｶﾜ ﾀﾂﾛｳ 宮城県173 6082 清野　裕章 村民ランナー 01:03:48ｷﾖﾉ ﾋﾛｱｷ 静岡県174 6095 伊藤　岳 オリンピア企画 01:03:55ｲﾄｳ ﾀｶｼ 盛岡市175 6180 足利　宗洋 01:04:03ｱｼｶｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 宮城県176 6218 戸羽　誠 01:04:14ﾄﾊﾞ ﾏｺﾄ 宮城県177 6413 寺坂　瑞輝 01:04:31ﾃﾗｻｶ ﾐｽﾞｷ 陸前高田市178 6072 鈴木　清一 01:04:32ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 奥州市179 6433 千葉　博 北日本銀行 01:04:42ﾁﾊﾞ ﾋﾛｼ 陸前高田市180 6251 東　ノア 01:04:48ﾋｶﾞｼ ﾉｱ 山形県181 6409 小野寺　伸幸 01:04:55ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 陸前高田市182 6197 吉田　竜也 01:04:56ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 盛岡市183 6029 Ｉｓｈｉｄａ　Ｉｃｈｉｒｏ 01:04:59ｲｼﾀﾞ ｲﾁﾛｰ 東京都184 6153 鈴木　邦明 ノル松 01:05:03ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ 宮城県185 6042 高山　峻輔 みずほ銀行 01:05:07ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 盛岡市186 6260 髙橋　亮貴 北上市大槌町 01:05:13ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｷ 北上市187 6054 吉田　伸吾 01:05:17ﾖｼﾀﾞｼﾝｺﾞ 福島県188 6401 志賀　一弘 01:05:19ｼｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 陸前高田市189 6087 松石　篤 TNP東北 01:05:39ﾏﾂｲｼ ｱﾂｼ 山形県190 6269 鈴木　一紘 01:05:40ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大船渡市191 6285 丸田　隼 カナンの園 01:05:45ﾏﾙﾀ ﾊﾔﾄ 滝沢市192 6151 丸田　博 カナンの園 01:05:46ﾏﾙﾀ ﾋﾛｼ 滝沢市193 6115 高橋　基浩 WADO楽走会 01:06:12ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾋﾛ 花巻市194 6203 遠藤　修 01:06:26ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 一関市195 6213 高梨　信之 岩手医科大学 01:06:27ﾀｶﾅｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 盛岡市196 6273 及川　義明 01:06:32ｵｲｶﾜ ﾖｼｱｷ 東京都197 6189 小濱　健 01:06:38ｺﾊﾏ ｹﾝ 大船渡市198 6060 関　圭介 SJNK 01:06:49ｾｷ ｹｲｽｹ 盛岡市199 6186 小原　宏紀 01:06:49ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾉﾘ 花巻市200 6019 新沼　優也 01:06:52ﾆｲﾇﾏ ﾏｻﾔ 宮城県 4/6 ページTimed by　アイサム



復活の道しるべ 2019 陸前高田応援マラソン 2019/11/17
順位 氏名 所属 記録ナンバー

11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上

カナ 都市名201 6027 Ｔａｋａｋｕｓａｋｉ　Ｍａｓａｙａ 01:06:53ﾀｶｸｻｷ ﾏｻﾔ 東京都202 6198 佐々木　宏至 01:07:01ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 紫波町203 6427 原　裕太 01:07:01ﾊﾗ ﾕｳﾀ 陸前高田市204 6281 近江　輝 01:07:03ｵｳﾐ ﾃﾙ 盛岡市205 6132 熊谷　正毅 01:07:15ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｷ 宮城県206 6116 佐藤　純一 01:07:28ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県207 6204 石川　勝利 01:07:35ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 一関市208 6230 紺野　実 01:07:39ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ 盛岡市209 6283 細田　智之 01:07:57ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 釜石市210 6145 岩﨑　貴彦 01:07:57ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋｺ 釜石市211 6278 三浦　準貴 01:07:57ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝｷ 釜石市212 6078 亀井　涼一 前沢いきスポ 01:08:01ｶﾒｲ ﾘｮｳｲﾁ 奥州市213 6264 木村　俊之 住友生命 01:08:25ｷﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 一関市214 6098 鈴木　圭一 01:08:33ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ 宮古市215 6041 松尾　賢吾 みずほ銀行 01:08:33ﾏﾂｵ ｹﾝｺﾞ 盛岡市216 6055 舛田　昂央 01:08:39ﾏｽﾀﾞﾀｶﾋﾛ 福島県217 6211 黒川　暢聡 黒川工務店 01:08:40ｸﾛｶﾜ ﾏｻｼ 北上市218 6108 菊池　達也 岩手県庁走友会 01:08:50ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ 滝沢市219 6071 高橋　敏男 01:08:57ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 北上市220 6168 三浦　正史 01:09:03ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 矢巾町221 6172 斉藤　直也 チーム少林寺 01:09:13ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 埼玉県222 6010 菊池　晃一 01:09:13ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ 花巻市223 6280 及川　航 栃内第二病院 01:09:20ｵｲｶﾜ ﾜﾀﾙ 盛岡市224 6075 大森　松司 クロニクル花東 01:09:23ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ 花巻市225 6430 佐藤　登 01:10:02ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 陸前高田市226 6047 和田　俊一 01:10:06ﾜﾀﾞｼｭﾝｲﾁ 山形県227 6117 藤沢　隆 01:10:10ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｼ 宮城県228 6044 坂井　俊哉 みずほ証券 01:10:10ｻｶｲ ﾄｼﾔ 盛岡市229 6036 南部　隆 兼松（株） 01:10:15ﾅﾝﾌﾞ ﾀｶｼ 東京都230 6112 高橋　昭 WRo 01:10:26ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 山形県231 6056 西　美生 01:10:32ﾆｼ ﾖｼｵ 神奈川県232 6129 秋山　興仁 虎の穴 01:10:43ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 宮城県233 6233 飯野　広紀 01:10:51ｲｲﾉ ﾋﾛｷ 山田町234 6143 松本　馨 三ケ尻走友会 01:10:56ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ 金ケ崎町235 6066 石川　浩 NFS 01:10:58ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 盛岡市236 6059 奥谷　康紀 SJNK 01:11:03ｵｸﾀﾆ ﾔｽﾉﾘ 盛岡市237 6426 千葉　裕樹 01:11:05ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ 陸前高田市238 6266 佐藤　諒 01:11:21ｻﾄｳ ﾘｮｳ 北上市239 6097 石井　孝雄 よいどれＲＣ 01:11:31ｲｼｲ ﾀｶｵ 千葉県240 6257 芳野　徹 01:11:48ﾖｼﾉ ﾄｵﾙ 滝沢市241 6088 川井　好男 01:11:55ｶﾜｲ ﾖｼｵ 盛岡市242 6205 松永　時男 01:12:03ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｷｵ 東京都243 6159 大友　健一郎 黒潮魂陸連 01:12:21ｵｵﾄﾓ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大船渡市244 6253 小野寺　俊英 01:12:57ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼｴｲ 一関市245 6062 岡﨑　祐貴 SJNK 01:13:02ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ 盛岡市246 6033 奥村　昭人 兼松（株） 01:13:48ｵｸﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 東京都247 6057 千葉　理平 NISSAN 01:14:02ﾁﾊﾞ ﾘﾍｲ 盛岡市248 6043 武下　久晃 みずほ証券 01:14:30ﾀｹｼﾀ ﾋｻｱｷ 盛岡市249 6161 鈴木　健 目指せホノルル 01:14:43ｽｽﾞｷ ｹﾝ 一関市250 6158 出羽　伸弘 七転八起 01:14:43ﾃﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大船渡市 5/6 ページTimed by　アイサム
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順位 氏名 所属 記録ナンバー

11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上11km男子高校生以上

カナ 都市名251 6111 菅原　正弘 ぽんたガンバレ 01:14:46ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 奥州市252 6215 帖佐　尚友 チームやわらぎ 01:14:51ﾁｮｳｻ ﾅｵﾄﾓ 宮城県253 6093 長坂　清 01:15:06ﾅｶﾞｻｶ ｷﾖｼ 秋田県254 6270 蝦名　貴 01:15:16ｴﾋﾞﾅ ﾀｶｼ 東京都255 6079 千田　健 シャア専用 01:15:20ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 奥州市256 6147 佐藤　実 走る蕎麦屋 01:16:24ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 北上市257 6404 金野　雄 01:17:18ｷﾝﾉ ﾀｹｼ 陸前高田市258 6165 齊藤　道也 01:17:19ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾔ 宮城県259 6412 菅野　正博 01:17:38ｶﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ 陸前高田市260 6076 中嶋　長藏 笑福楽走会 01:17:45ﾅｶｼﾏ ﾁｮｳｿﾞｳ 宮城県261 6243 佐々木　治 いまひろ 01:17:56ｻｻｷ ｵｻﾑ 北上市262 6250 阿部　光希 今弘商店 01:17:56ｱﾍﾞ ｺｳｷ 花巻市263 6246 菅原　真司 今弘商店 01:17:57ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 花巻市264 6254 八重樫　直樹 01:18:10ﾔｴｶﾞｼ ﾅｵｷ 花巻市265 6120 北條　京 01:18:44ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐｻﾄ 紫波町266 6080 佐藤　政夫 01:18:55ｻﾄｳ ﾏｻｵ 奥州市267 6020 小林　直樹 ＢＳマラソン部 01:19:03ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 神奈川県268 6435 安藤　昭宏 01:19:05ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 陸前高田市269 6224 石川　真一 01:19:29ｲｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 遠野市270 6135 土橋　秀之 01:19:41ﾂﾁﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 盛岡市271 6171 澤上　弘 アデコW4Y 01:19:42ｻﾜｶﾐ ﾋﾛｼ 東京都272 6236 峯崎　佳一 01:22:09ﾐﾈｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 宮城県273 6039 小野寺　宏業 みずほ銀行 01:22:20ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾅﾘ 盛岡市274 6046 半澤　響 みずほ証券 01:22:20ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 盛岡市275 6007 木野村　龍 01:22:37ｷﾉﾑﾗ ﾘﾕｳ 宮城県276 6123 角掛　博之 ランナーポン吉 01:23:26ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ 盛岡市277 6022 高橋　周一 01:24:42ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ 北上市278 6438 大田　成稔 01:25:21ｵｵﾀﾅﾙﾄｼ 青森県279 6219 三上　忠 01:26:07ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 盛岡市280 6119 田村　和浩 Runはなそう 01:27:09ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都281 6102 星野　哲生 ランはなそう 01:27:09ﾎｼﾉ ﾃﾂｵ 神奈川県282 6188 入江　崇志 01:27:10ｲﾘｴ ﾀｶｼ 神奈川県283 6136 喜多羅　滋夫 はなそう 01:27:10ｷﾀﾗ ｼｹﾞｵ 神奈川県284 6190 高橋　祥 はなそう 01:27:11ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 北海道285 6194 鴨川　弘樹 01:32:15ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 東京都286 6425 池田　陽一 01:32:57ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 陸前高田市287 6070 千葉　正雄 01:33:42ﾁﾊﾞ ﾏｻｵ 大船渡市288 6061 竹大　賢一 SJNK 01:34:22ﾀｹﾀﾞｲ ｹﾝｲﾁ 盛岡市289 6001 繁田　弘之 01:35:42ｼｹﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都290 6063 中村　芳樹 TMNF 01:40:25ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 盛岡市
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