
復活の道しるべ 2016 陸前高田応援マラソン 2016/11/20
順位 氏名 所属 記録ナンバー

5km男子高校生以上5km男子高校生以上5km男子高校生以上5km男子高校生以上

カナ 都市名1 1094 山本　雄太郎 八幡平市陸協 00:18:28ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 八幡平市2 1074 村尾　隆介 00:18:29ﾑﾗｵ ﾘｭｳｽｹ 東京都3 1227 佐藤　颯馬 高田高等学校 00:18:47ｻﾄｳ ｿｳﾏ 陸前高田市4 1218 菅野　正和 00:19:02ｶﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ 陸前高田市5 1072 村井　正明 00:19:12ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ 矢巾町6 1079 鈴木　研一郎 南三陸消防署 00:19:16ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県7 1231 赤坂　心 高田高等学校 00:20:04ｱｶｻｶ ｼﾝ 大船渡市8 1228 佐々木　航平 高田高等学校 00:20:18ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 大船渡市9 1237 佐々木　基 酔仙酒造（協賛枠） 00:20:40ｻｻｷ ﾓﾄｼ 大船渡市10 1206 細谷　昭平 00:20:59ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ 陸前高田市11 1055 梅津　巧 00:21:07ｳﾒﾂ ｺｳ 奥州市12 1006 新沼　勝利 00:21:14ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ 大船渡市13 1210 佐々木　新也 00:21:18ｻｻｷ ｼﾝﾔ 陸前高田市14 1223 金野　真志 00:21:32ｺﾝﾉ ﾏｻｼ 陸前高田市15 1089 岡山　達也 小山會駅伝部 00:21:37ｵｶﾔﾏ ﾀﾂﾔ 京都府16 1222 藤井　龍喜 00:22:23ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｷ 陸前高田市17 1209 伊藤　謙吾 00:22:34ｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 陸前高田市18 1219 小林　邦明 00:22:43ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｱｷ 陸前高田市19 1068 菅原　政弘 00:22:51ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 一関市20 1071 坂本　秀樹 00:22:55ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 青森県21 1224 金野　行徹 00:23:14ｺﾝﾉ ﾕｷﾐﾁ 陸前高田市22 1060 高橋　学 00:23:17ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 一関市23 1048 佐藤　隆文 NRU一関 00:23:27ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 一関市24 1029 岸　衡平 みずほ証券 00:23:29ｷｼ ｺｳﾍｲ 盛岡市25 1010 小山　邦彦 県南広域振興局 00:23:31ｵﾔﾏｸﾆﾋｺ 一関市26 1221 石井　嶺雄 00:23:35ｲｼｲ ﾐﾈｵ 陸前高田市27 1202 及川　満伸 00:23:36ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 陸前高田市28 1098 阿久津　風樹 夢アワード 00:23:52ｱｸﾂ ﾌﾌﾞｷ 宮城県29 1241 新沼　広和 星和工業（株） 00:23:52ﾆｲﾇﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 陸前高田市30 1005 大和田　拓美 00:24:01ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 大船渡市31 1208 村上　茂樹 00:24:12ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞｷ 陸前高田市32 1046 阿部　通昭 00:24:15ｱﾍﾞ ﾂｳｼｮｳ 北上市33 1082 児玉　克史 00:24:27ｺﾀﾞﾏ ｶﾂｼ 宮城県34 1053 千葉　徳雄 00:24:39ﾁﾊﾞ ﾉﾘｵ 一関市35 1091 千葉　雄二 00:24:39ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 一関市36 1062 山田　壮史 岩手県庁走友会 00:24:47ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 盛岡市37 1049 竹花　勉 00:25:02ﾀｹﾊﾅ ﾂﾄﾑ 盛岡市38 1012 梅澤　岩雄 星和工業（株） 00:25:08ｳﾒｻﾞﾜｲﾜｵ 大船渡市39 1095 田中　守 00:25:14ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 神奈川県40 1025 福島　開人 みずほ銀行 00:25:22ﾌｸｼﾏ ｶｲﾄ 盛岡市41 1008 佐藤　清文 げいび観光センター 00:25:27ｻﾄｳｷﾖﾌﾐ 一関市42 1034 荒井　亨介 adidas 00:25:41ｱﾗｲ ｺｳｽｹ 東京都43 1084 山口　俊輔 00:25:45ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 宮古市44 1236 山田　龍 小山會駅伝部 00:25:46ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ 陸前高田市45 1018 阿部　直 みずほ銀行 00:25:55ｱﾍﾞ ｽﾅｵ 盛岡市46 1050 畑中　正則 00:25:56ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 花巻市47 1235 菅野　文博 小山會駅伝部 00:25:59ｶﾝﾉ ﾌﾐﾋﾛ 陸前高田市48 1090 佐藤　諒 00:26:12ｻﾄｳ ﾘｮｳ 北上市49 1019 宮崎　太郎 みずほ銀行 00:26:14ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 盛岡市50 1037 黒岩　智之 フリーデン 00:26:14ｸﾛｲﾜ ﾄﾓﾕｷ 一関市print:2016/11/20 18:50:06 1/3 ページTimed by　アイサム
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5km男子高校生以上5km男子高校生以上5km男子高校生以上5km男子高校生以上

カナ 都市名51 1212 三浦　幸喜 00:26:17ﾐｳﾗ ｺｳｷ 陸前高田市52 1093 望月　友也 00:26:30ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 東京都53 1014 松田　健英 星和工業（株） 00:26:39ﾏﾂﾀﾞｹﾝｴｲ 住田町54 1216 半澤　昌克 岩手銀行高田支店 00:26:41ﾊﾝｻﾞﾜ ﾏｻｶﾂ 陸前高田市55 1024 渡辺　隆一 みずほ銀行 00:27:24ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 盛岡市56 1045 及川　清 夏油高原RC 00:27:29ｵｲｶﾜ ｷﾖｼ 北上市57 1214 佐藤　登 00:27:31ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 陸前高田市58 1030 作山　智紀 みずほ証券 00:27:36ｻｸﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 盛岡市59 1230 佐々木　清敏 00:27:51ｻｻｷ ｷﾖﾄｼ 陸前高田市60 1086 及川　晋生 釜石SWファン 00:27:51ｵｲｶﾜ ｸﾆｵ 北上市61 1023 安藤　史彦 みずほ銀行 00:27:53ｱﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋｺ 盛岡市62 1234 荒木　道明 00:27:55ｱﾗｷ ﾐﾁｱｷ 陸前高田市63 1061 三俣　伸夫 00:27:56ﾐﾂﾏﾀ ﾉﾌﾞｵ 花巻市64 1211 橋詰　清 00:28:11ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖｼ 陸前高田市65 1051 城戸　直行 樹里ランナーズ 00:28:14ｷﾄﾞ ﾅｵﾕｷ 花巻市66 1229 大久保　光男 00:28:32ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾂｵ 陸前高田市67 1220 菅野　正博 00:28:52ｶﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ 陸前高田市68 1087 高橋　成河 00:29:15ﾀｶﾊｼ ﾅﾙﾅ 北上市69 1042 山中　素久 花巻走友会 00:29:18ﾔﾏﾅｶ ﾓﾄﾋｻ 花巻市70 1017 中川　浩輔 みずほ銀行 00:29:21ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 盛岡市71 1003 千田　哲也 00:29:31ﾁﾀﾞ ﾃﾂﾔ 奥州市72 1047 前川　敏樹 00:29:32ﾏｴｶﾜ ﾄｼｷ 花巻市73 1069 大槻　康幸 岩手県 00:29:41ｵｵﾂｷ ﾔｽﾕｷ 大船渡市74 1032 林　哲史 adidas 00:29:49ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 東京都75 1004 黒澤　弘 00:29:50ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ 京都府76 1058 佐々木　広志 00:29:52ｻｻｷ ﾋﾛｼ 宮城県77 1064 平山　瑞央 00:30:00ﾋﾗﾔﾏ ﾐｽﾞｵ 宮城県78 1007 波多野　洋行 明治学院大職員 00:30:21ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県79 1015 近江　敦 星和工業（株） 00:30:31ｵｳﾐｱﾂｼ 大船渡市80 1054 阿部　好基 00:30:45ｱﾍﾞ ﾖｼﾓﾄ 花巻市81 1215 吉田　昭治 岩手銀行高田支店 00:30:51ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 陸前高田市82 1016 大林　浩至 みずほ銀行 00:30:54ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 盛岡市83 1077 廣瀬　弘忠 FCドリーム 00:30:59ﾋﾛｾ ﾋﾛﾀﾀﾞ 千葉県84 1027 佐藤　光 みずほ証券 00:30:59ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 盛岡市85 1075 及川　秀貴 00:31:05ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 北上市86 1013 小野寺　瑛紀 星和工業（株） 00:31:13ｵﾉﾃﾞﾗｱｷﾉﾘ 大船渡市87 1038 柳川　圭佑 フリーデン 00:31:14ﾔﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 一関市88 1001 五十嵐　清隆 無所属新人 00:31:22ｲｶﾞﾗｼ ｷﾖﾀｶ 埼玉県89 1226 佐々木　克人 00:31:40ｻｻｷ ｶﾂﾄ 陸前高田市90 1097 岩本　和真 夢アワード 00:32:16ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 大阪府91 1067 高瀬　和実 00:32:25ﾀｶｾ ｶｽﾞﾐ 盛岡市92 1102 須藤　開 大船渡水産振興 00:33:27ｽﾄﾞｳ ｶｲ 大船渡市93 1240 吉田　誠一 00:33:44ﾖｼﾀﾞ ｾｲｲﾁ 陸前高田市94 1033 山下　崇 adidas 00:33:52ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ 埼玉県95 1057 岩田　富士彦 00:34:07ｲﾜﾀ ﾌｼﾞﾋｺ 埼玉県96 1065 西久保　貴司 00:34:31ﾆｼｸﾎﾞ ﾀｶｼ 大船渡市97 1217 小松　英一 岩手銀行高田支店 00:34:31ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 陸前高田市98 1026 高橋　太郎 みずほ証券 00:34:38ﾀｶﾊｼ ﾀﾛｳ 盛岡市99 1056 菊池　俊彦 00:35:16ｷｸﾁ ﾄｼﾋｺ 遠野市100 1043 関　健三 東建コン 00:35:24ｾｷ ｹﾝｿﾞｳ 大船渡市print:2016/11/20 18:50:06 2/3 ページTimed by　アイサム
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5km男子高校生以上5km男子高校生以上5km男子高校生以上5km男子高校生以上

カナ 都市名101 1022 綾部　俊大 みずほ銀行 00:35:26ｱﾔﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 盛岡市102 1020 黛　俊之 みずほ銀行 00:35:28ﾏﾕｽﾞﾐ ﾄｼﾕｷ 盛岡市103 1028 渡邊　翔 みずほ証券 00:35:36ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 盛岡市104 1021 牧田　康史 みずほ銀行 00:36:10ﾏｷﾀ ﾔｽｼ 盛岡市105 1203 菊池　純一 00:36:39ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 陸前高田市106 1238 臺　豊正 00:37:07ｳﾃﾅ ﾄﾖﾏｻ 陸前高田市107 1239 佐々木　俊介 00:37:07ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 陸前高田市108 1031 中村　要 00:39:21ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾒ 盛岡市109 1101 塩路　遼河 夢アワード 00:40:50ｼｵｼﾞ ﾘｮｳｶﾞ 京都府110 1201 蒲生　哲 00:41:56ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 陸前高田市111 1080 菅野　智博 00:42:29ｶﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県112 1059 角掛　博之 ランナーポン吉 00:44:12ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ 盛岡市113 1213 熊谷　養吉 00:44:51ｸﾏｶﾞｲ ﾖｳｷﾁ 陸前高田市114 1096 岡本　康平 00:51:08ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛知県115 1092 佐藤　貴康 00:51:08ｻﾄｳ ﾀｶﾔｽ 愛知県116 1083 秘忍者　ジミー・ハットリ 00:51:13愛知県
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