
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

市民2km男子小学1～3年生市民2km男子小学1～3年生市民2km男子小学1～3年生市民2km男子小学1～3年生

カナ 都市名1 3020 金野　要 米崎リトルスポーツ少年団 00:09:11ｺﾝﾉ ｶﾅﾒ 陸前高田市2 3045 佐藤　瑞記 高田野球スポーツ少年団 00:09:35ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 陸前高田市3 3068 岩渕　理久 高田フットボールクラブ 00:09:40ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｸ 陸前高田市4 3037 菅野　友翔 長部野球スポーツ少年団 00:09:42ｶﾝﾉ ﾕｳﾄ 陸前高田市5 3061 小松　奏太 高田フットボールクラブ 00:09:46ｺﾏﾂ ｿｳﾀ 陸前高田市6 3039 村上　暖斗 長部野球スポーツ少年団 00:09:47ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ 陸前高田市7 3033 荒木　海翔 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:09:51ｱﾗｷ ｶｲﾄ 陸前高田市8 3019 佐々木　想太 米崎リトルスポーツ少年団 00:09:51ｻｻｷ ｿｳﾀ 陸前高田市9 3021 佐々木　櫂斗 米崎リトルスポーツ少年団 00:09:54ｻｻｷ ｶｲﾄ 陸前高田市10 3051 伊藤　宗志 高田野球スポーツ少年団 00:09:56ｲﾄｳ ｿｳｼ 陸前高田市11 3013 松田　拓海 横田野球スポーツ少年団 00:10:06ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 陸前高田市12 3040 小泉　蒼生 長部野球スポーツ少年団 00:10:12ｺｲｽﾞﾐ ｱｵｲ 陸前高田市13 3035 高橋　琉唯 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:10:30ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 陸前高田市14 3046 菅野　樹良 高田野球スポーツ少年団 00:10:32ｶﾝﾉ ｼﾞｭﾗ 陸前高田市15 3032 戸羽　悠成 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:10:39ﾄﾊﾞ ﾕｳｾｲ 陸前高田市16 3048 千葉　優佑 高田野球スポーツ少年団 00:10:42ﾁﾊﾞ ﾕｳｽｹ 陸前高田市17 3034 高橋　優心 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:10:43ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼ 陸前高田市18 3014 長谷川　順世 横田野球スポーツ少年団 00:10:48ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｾｲ 陸前高田市19 3069 松岡　絋希 高田フットボールクラブ 00:10:49ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ 陸前高田市20 3065 佐々木　泰雅 高田フットボールクラブ 00:10:51ｻｻｷ ﾀｲｶﾞ 陸前高田市21 3023 菅野　友 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:10:53ｶﾝﾉ ﾄﾓ 陸前高田市22 3027 大和田　貫太 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:10:55ｵｵﾜﾀﾞ ｶﾝﾀ 陸前高田市23 3025 清水　幸之進 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:11:01ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾉｼﾝ 陸前高田市24 3067 加藤　修羅 高田フットボールクラブ 00:11:01ｶﾄｳ ｼｭﾗ 陸前高田市25 3062 加藤　龍信 高田フットボールクラブ 00:11:09ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾝ 陸前高田市26 3047 石川　陽翔 高田野球スポーツ少年団 00:11:12ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 陸前高田市27 3038 佐々木　大海 長部野球スポーツ少年団 00:11:12ｻｻｷ ﾀｲｶﾞ 陸前高田市28 3044 川岸　真大 長部野球スポーツ少年団 00:11:12ｶﾜｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 陸前高田市29 3006 吉田　尚央 00:11:18ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 陸前高田市30 3071 中山　竜之介 00:11:27ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 陸前高田市31 3054 金野　優真 米崎小学校2年生 00:11:32ｺﾝﾉ ﾕｳﾏ 陸前高田市32 3016 村上　琉稀 横田野球スポーツ少年団 00:11:39ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｷ 陸前高田市33 3010 石川　倖也 米崎小学校2年生 00:11:40ｲｼｶﾜ ﾕｷﾔ 陸前高田市34 3026 佐藤　豪 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:11:44ｻﾄｳ ｺﾞｳ 陸前高田市35 3066 村上　大雅 高田フットボールクラブ 00:11:48ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｶﾞ 陸前高田市36 3060 戸羽　碧波 高田フットボールクラブ 00:11:51ﾄﾊﾞ ｱｵﾊﾞ 陸前高田市37 3043 菅野　光翔 長部野球スポーツ少年団 00:11:53ｶﾝﾉ ｱｷﾄ 陸前高田市38 3049 小林　龍汰 高田野球スポーツ少年団 00:11:54ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 陸前高田市39 3017 菅野　一稀 横田野球スポーツ少年団 00:12:00ｶﾝﾉ ｲｯｷ 陸前高田市40 3005 吉田　想 気仙小学校2年生 00:12:00ﾖｼﾀﾞ ｿｳ 陸前高田市41 3009 榊原　愛生 気仙小学校2年生 00:12:04ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｲｷ 陸前高田市42 3012 佐々木　ソウ 00:12:12ｻｻｷ ｿｳ 一関市43 3029 長野　聖那 米崎小学校2年生 00:12:12ﾅｶﾞﾉ ｾﾅ 陸前高田市44 3018 金野　蒼奨 米崎小学校2年生 00:12:12ｷﾝﾉ ｿｳｽｹ 陸前高田市45 3036 山田　琥太郎 米崎小学校2年生 00:12:14ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 陸前高田市46 3056 新沼　凛人 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:12:18ﾆｲﾇﾏ ﾘﾝﾄ 陸前高田市47 3064 伊勢　悠希 高田フットボールクラブ 00:12:19ｲｾ ﾕｳｷ 陸前高田市48 3041 菅野　真輝 長部野球スポーツ少年団 00:12:19ｶﾝﾉ ﾏｻｷ 陸前高田市49 3028 脇坂　祈和 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:12:21ﾜｷｻｶ ﾚｵ 陸前高田市50 3050 新沼　朔哉 高田野球スポーツ少年団 00:12:28ﾆｲﾇﾏ ｻｸﾔ 陸前高田市 1/2 ページTimed by　アイサム
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市民2km男子小学1～3年生市民2km男子小学1～3年生市民2km男子小学1～3年生市民2km男子小学1～3年生

カナ 都市名51 3003 加藤　司詩 広田小学校1年生 00:12:28ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 陸前高田市52 3022 熊谷　未来 米崎リトルスポーツ少年団 00:12:30ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾗｲ 陸前高田市53 3042 菅野　蓮人 長部野球スポーツ少年団 00:12:31ｶﾝﾉ ﾚﾝﾄ 陸前高田市54 3030 道又　庵 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:12:31ﾐﾁﾏﾀ ｲｵﾘ 陸前高田市55 3057 佐々木　雷斗 気仙リバースSTスポーツ少年団 00:12:31ｻｻｷ ﾗｲﾄ 陸前高田市56 3063 三浦　浩志 高田フットボールクラブ 00:12:36ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 陸前高田市57 3008 杉山　啓佑 横田小学校1年生 00:12:38ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｽｹ 陸前高田市58 3004 金野　悠真 広田小学校1年生 00:12:44ｺﾝﾉ ﾊﾙﾏ 陸前高田市59 3007 武藏　諒磨 気仙小学校1年生 00:12:52ﾑｻｼ ﾘｮｳﾏ 陸前高田市60 3024 脇坂　晟和 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:13:03ﾜｷｻｶ ｾﾅ 陸前高田市61 3052 菅野　煌 高田野球スポーツ少年団 00:13:08ｶﾝﾉ ｷﾗ 陸前高田市62 3002 加藤　大輝 広田小学校2年生 00:13:22ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 陸前高田市63 3011 金野　蒼龍 米崎小学校1年生 00:13:28ｺﾝﾉ ｱｵｼ 陸前高田市64 3055 新沼　颯斗 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:13:34ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾄ 陸前高田市65 3053 板林　絢斗 高田野球スポーツ少年団 00:13:37ｲﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾄ 陸前高田市66 3059 熊谷　楽 小友小学校1年生 00:13:50ｸﾏｶﾞｲ ｶﾞｸ 陸前高田市67 3070 柴田　栞乃 高田フットボールクラブ 00:13:55ｼﾊﾞﾀ ｼﾉ 陸前高田市68 3001 菅野　猛 気仙小学校 00:14:13ｶﾝﾉ ﾀｹﾙ 陸前高田市69 3058 鈴木　翔太 高田小学校1年生 00:14:28ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 陸前高田市
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