
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

市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生

カナ 都市名1 2400 金野　正祐 高田東中野球部 00:10:24ｺﾝﾉ ﾏｻﾖｼ 陸前高田市2 2310 細谷　知史 高田東中ソフトテニス部 00:10:30ﾎｿﾔ ﾄﾓﾌﾐ 陸前高田市3 2394 熊谷　秀人 高田東中野球部 00:10:40ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾄ 陸前高田市4 2312 菅原　彬人 高田東中ソフトテニス部 00:10:40ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾄ 陸前高田市5 2396 佐藤　眞尋 高田東中野球部 00:10:49ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ 陸前高田市6 2397 千田　太貴 高田東中野球部 00:10:50ﾁﾀﾞ ﾀｲｷ 陸前高田市7 2313 荒木　優希 気仙中学校 00:11:00ｱﾗｷ ﾕｳｷ 陸前高田市8 2372 吉田　昴生 第一中学校 00:11:02ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 陸前高田市9 2344 小野寺　巧 第一中学校 00:11:05ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾐ 陸前高田市10 2384 村上　翼 高田東中野球部 00:11:07ﾑﾗｶﾐ ﾂﾊﾞｻ 陸前高田市11 2390 鈴木　裕太 高田東中野球部 00:11:08ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 陸前高田市12 2389 小松　龍介 高田東中野球部 00:11:19ｺﾏﾂ ﾘｭｳｽｹ 陸前高田市13 2363 伊東　伸太郎 第一中学校 00:11:20ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 陸前高田市14 2386 吉田　琢真 高田東中野球部 00:11:26ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 陸前高田市15 2387 熊谷　大陽 高田東中野球部 00:11:31ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲﾖｳ 陸前高田市16 2302 熊谷　篤也 高田東中ソフトテニス部 00:11:40ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂﾔ 陸前高田市17 2338 上部　竜輝 第一中学校 00:11:41ｳﾜﾍﾞ ﾘｭｳｷ 陸前高田市18 2365 平山　千尋 第一中学校 00:11:41ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ 陸前高田市19 2392 松坂　一希 高田東中野球部 00:11:47ﾏﾂｻﾞｶ ｲｯｷ 陸前高田市20 2391 田村　笙太 高田東中野球部 00:11:49ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 陸前高田市21 2359 佐藤　裕太 第一中学校 00:12:00ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 陸前高田市22 2378 佐々木　大翔 高田東中野球部 00:12:06ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 陸前高田市23 2382 金野　晃大 高田東中野球部 00:12:14ｷﾝﾉ ｺｳﾀﾞｲ 陸前高田市24 2398 戸羽　啓 高田東中野球部 00:12:15ﾄﾊﾞ ｹｲ 陸前高田市25 2393 村上　冬真 高田東中野球部 00:12:19ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾏ 陸前高田市26 2364 新沼　慎一朗 第一中学校 00:12:20ﾆｲﾇﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 陸前高田市27 2371 佐藤　竜大 第一中学校 00:12:20ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀﾞｲ 陸前高田市28 2380 吉田　知生 高田東中野球部 00:12:21ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 陸前高田市29 2351 荻原　充希 第一中学校 00:12:21ｵｷﾞﾜﾗ ﾐﾂｷ 陸前高田市30 2323 佐藤　輝 第一中学校 00:12:23ｻﾄｳ ｱｷﾗ 陸前高田市31 2415 石川　樹 高田東中バスケットボール部 00:12:26ｲｼｶﾜ ｲﾂｷ 陸前高田市32 2366 伊藤　康介 第一中学校 00:12:30ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 陸前高田市33 2360 菊池　康生 第一中学校 00:12:35ｷｸﾁ ｺｳｾｲ 陸前高田市34 2316 及川　友吾 第一中学校 00:12:37ｵｲｶﾜ ﾕｳｺﾞ 陸前高田市35 2381 青山　隆生 高田東中野球部 00:12:38ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 陸前高田市36 2350 菅野　新 第一中学校 00:12:38ｶﾝﾉ ｱﾗﾀ 陸前高田市37 2355 佐々木　寛人 第一中学校 00:12:39ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 陸前高田市38 2317 伊藤　駿佑 第一中学校 00:12:40ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 陸前高田市39 2408 菅野　真之輔 高田東中男子卓球部 00:12:46ｶﾝﾉ ｼﾝﾉｽｹ 陸前高田市40 2336 金野　太陽 第一中学校 00:12:48ｷﾝﾉ ﾀｲﾖｳ 陸前高田市41 2315 松田　晃矢 気仙中学校 00:12:48ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 陸前高田市42 2409 中澤　凌 高田東中男子卓球部 00:12:56ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 陸前高田市43 2369 戸羽　駿 第一中学校 00:13:00ﾄﾊﾞ ｼｭﾝ 陸前高田市44 2368 佐々木　康佑 第一中学校 00:13:02ｻｻｷ ｺｳｽｹ 陸前高田市45 2349 臼井　瑠夏 第一中学校 00:13:07ｳｽｲ ﾙｶ 陸前高田市46 2343 菅野　幹太 第一中学校 00:13:14ｶﾝﾉ ｶﾝﾀ 陸前高田市47 2325 佐々木　蒼士 第一中学校 00:13:14ｻｻｷ ｱｵｼ 陸前高田市48 2320 松田　藍琉 第一中学校 00:13:16ﾏﾂﾀﾞ ｱｲﾙ 陸前高田市49 2413 新沼　匠 高田東中バスケットボール部 00:13:19ﾆｲﾇﾏ ﾀｸﾐ 陸前高田市50 2353 新沼　実歩 第一中学校 00:13:22ﾆｲﾇﾏ ﾐﾂﾎ 陸前高田市print:2016/11/20 18:45:13 1/3 ページTimed by　アイサム
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市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生

カナ 都市名51 2361 中川　玲温 第一中学校 00:13:22ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｵﾝ 陸前高田市52 2347 金野　龍 第一中学校 00:13:23ｷﾝﾉ ﾘｭｳ 陸前高田市53 2318 伊藤　優真 第一中学校 00:13:23ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 陸前高田市54 2314 佐々木　魁翔 気仙中学校 00:13:24ｻｻｷ ｶｲﾄ 陸前高田市55 2410 臼井　義智 高田東中バスケットボール部 00:13:29ｳｽｲ ﾖｼﾄﾓ 陸前高田市56 2411 菊池　咲人 高田東中バスケットボール部 00:13:29ｷｸﾁ ｻｷﾄ 陸前高田市57 2346 岩渕　遥人 第一中学校 00:13:29ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾙﾄ 陸前高田市58 2308 鈴木　颯真 高田東中ソフトテニス部 00:13:29ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 陸前高田市59 2309 千葉　晃 高田東中ソフトテニス部 00:13:33ﾁﾊﾞ ﾋｶﾙ 陸前高田市60 2367 村上　元太 第一中学校 00:13:35ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝﾀ 陸前高田市61 2327 村上　慶 第一中学校 00:13:35ﾑﾗｶﾐ ｹｲ 陸前高田市62 2370 伊藤　賢明 第一中学校 00:13:35ｲﾄｳ ｹﾝﾒｲ 陸前高田市63 2362 松野　駿太 第一中学校 00:13:36ﾏﾂﾉ ｼｭﾝﾀ 陸前高田市64 2379 村上　颯祐 高田東中野球部 00:13:42ﾑﾗｶﾐ ｿｳｽｹ 陸前高田市65 2301 久保　蒼磨 高田東中ソフトテニス部 00:13:46ｸﾎﾞ ｿｳﾏ 陸前高田市66 2337 佐々木　龍 第一中学校 00:13:46ｻｻｷ ﾘｭｳ 陸前高田市67 2358 鈴木　佳太郎 第一中学校 00:13:46ｽｽﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ 陸前高田市68 2305 吉田　駿太 高田東中ソフトテニス部 00:13:52ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 陸前高田市69 2356 船砥　大 第一中学校 00:13:53ﾌﾅﾄ ﾀﾞｲ 陸前高田市70 2354 菅野　李都 第一中学校 00:13:56ｶﾝﾉ ﾘﾂ 陸前高田市71 2375 菅野　凌亮 高田東中野球部 00:13:57ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ 陸前高田市72 2306 黄川田　舜 高田東中ソフトテニス部 00:14:02ｷｶﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 陸前高田市73 2348 佐々木　理仁 第一中学校 00:14:08ｻｻｷ ﾏｻﾄ 陸前高田市74 2414 戸羽　心優 高田東中バスケットボール部 00:14:10ﾄﾊﾞ ｼﾕｳ 陸前高田市75 2357 丹野　翔 第一中学校 00:14:13ﾀﾝﾉ ｼｮｳ 陸前高田市76 2401 千葉　大祐 高田東中男子卓球部 00:14:16ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 陸前高田市77 2304 千田　魁里 高田東中ソフトテニス部 00:14:17ﾁﾀﾞ ｶｲﾘ 陸前高田市78 2374 大和田　琉汰 高田東中野球部 00:14:18ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 陸前高田市79 2326 村上　学翼 第一中学校 00:14:20ﾑﾗｶﾐ ｶﾞｸﾄ 陸前高田市80 2329 佐々木　遥斗 第一中学校 00:14:21ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 陸前高田市81 2334 菅野　倖聖 第一中学校 00:14:21ｶﾝﾉ ｺｳｾｲ 住田町82 2324 堀井　雄大 第一中学校 00:14:24ﾎﾘｲ ﾕｳﾀﾞｲ 陸前高田市83 2352 平山　恵大 第一中学校 00:14:25ﾋﾗﾔﾏ ｹｲﾀ 陸前高田市84 2416 伊藤　有惟 高田東中バスケットボール部 00:14:26ｲﾄｳ ﾕｳｲ 陸前高田市85 2330 柴田　空 第一中学校 00:14:30ｼﾊﾞﾀ ｿﾗ 陸前高田市86 2319 小松　遥己 第一中学校 00:14:34ｺﾏﾂ ﾏﾙｷ 陸前高田市87 2328 坂井　紘人 第一中学校 00:14:34ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 陸前高田市88 2333 及川　晴翔 第一中学校 00:14:42ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 陸前高田市89 2342 伊勢　寛人 第一中学校 00:14:50ｲｾ ﾋﾛﾄ 陸前高田市90 2335 船本　陸来 第一中学校 00:14:54ﾌﾅﾓﾄ ﾘｸ 陸前高田市91 2331 村上　未來 第一中学校 00:14:58ﾑﾗｶﾐ ﾐﾗｲ 陸前高田市92 2420 及川　雄大 高田東中バスケットボール部 00:15:01ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 陸前高田市93 2339 臼井　陽平 第一中学校 00:15:03ｳｽｲ ﾖｳﾍｲ 陸前高田市94 2332 佐々木　逸秀 第一中学校 00:15:04ｻｻｷ ｲｯｼｭｳ 陸前高田市95 2341 阿部　成吾 第一中学校 00:15:09ｱﾍﾞ ｾｲｺﾞ 陸前高田市96 2404 山田　寿希 高田東中男子卓球部 00:15:13ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 陸前高田市97 2322 菅野　慶次郎 第一中学校 00:15:20ｶﾝﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ 陸前高田市98 2417 佐々木　智徳 高田東中バスケットボール部 00:15:29ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 陸前高田市99 2406 鈴木　淳哉 高田東中男子卓球部 00:16:00ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 陸前高田市100 2373 大和田　尚典 高田東中野球部 00:16:08ｵｵﾜﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 陸前高田市print:2016/11/20 18:45:13 2/3 ページTimed by　アイサム
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市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生市民3.2km男子中学生

カナ 都市名101 2407 吉田　奏太 高田東中男子卓球部 00:16:23ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾀ 陸前高田市102 2377 小松　勇聖 高田東中野球部 00:16:35ｺﾏﾂ ﾕｳｾｲ 陸前高田市103 2421 佐々木　勇美 高田東中バスケットボール部 00:16:45ｻｻｷ ｲｻﾐ 陸前高田市104 2419 藤原　颯茶 高田東中バスケットボール部 00:16:46ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 陸前高田市105 2402 斉藤　莉史 高田東中男子卓球部 00:23:07ｻｲﾄｳ ﾘﾋﾄ 陸前高田市
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