
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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名1 324 及川　佑樹 00:36:40ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 陸前高田市2 201 大友　庸令 00:38:45ｵｵﾄﾓ ﾂﾈﾉﾘ 宮城県3 319 村上　一誠 00:39:02ﾑﾗｶﾐ ｲｯｾｲ 陸前高田市4 205 野村　貴裕 盛岡消防本部 00:39:02ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 盛岡市5 213 伊藤　雄治 00:39:04ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 宮城県6 115 三浦　誉一 秋田ランナーズ 00:39:10ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県7 231 久野　瑞貴 東京陸協 00:39:25ﾋｻﾉ ﾐｽﾞｷ 神奈川県8 6 新沼　勇 R293 00:40:06ﾆｲﾇﾏ ﾕｳ 東京都9 187 中里　俊彦 00:40:13ﾅｶｻﾄ ﾄｼﾋｺ 宮古市10 302 村上　勝義 00:40:35ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾖｼ 陸前高田市11 219 佐藤　正佳 宮古ロートルズ 00:40:41ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 宮古市12 24 佐藤　竜介 フリーデン 00:40:53ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 一関市13 323 菅野　伸 00:40:54ｶﾝﾉ ｼﾝ 陸前高田市14 306 千葉　登 00:40:55ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ 陸前高田市15 166 多田　誠一 00:41:14ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ 盛岡市16 220 鈴木　悠生 気仙沼高校 00:41:20ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 宮城県17 198 菊池　直樹 00:41:34ｷｸﾁ ﾅｵｷ 北上市18 312 遠藤　優輝 00:41:48ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 陸前高田市19 237 富　雄暉 00:42:28ﾄﾐ ﾕｳｷ 滋賀県20 227 只埜　良典 00:42:36ﾀﾀﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 宮城県21 171 阿部　宏 修行走 00:42:37ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 盛岡市22 215 松峯　弘 高田の超特急 00:42:42ﾏﾂﾐﾈ ﾋﾛﾑ 金ｹ崎町23 111 飯沼　義照 ピースもあい 00:42:45ｲｲﾇﾏ ﾖｼﾃﾙ 愛知県24 154 木内　雅臣 あシロート秋田 00:42:48ｷﾉｳﾁ ﾏｻｵﾐ 秋田県25 163 薄田　智也 00:43:00ｽｽｷﾀ ﾄﾓﾔ 秋田県26 234 渡辺　和広 00:43:00ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 一関市27 155 工藤　智宏 00:43:10ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ 盛岡市28 96 吉田　博之 00:43:24ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 福島県29 199 佐藤　一也 00:43:30ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 盛岡市30 208 木田　和也 弘前公園ＲＣ 00:44:03ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 一関市31 95 藤野　悟 00:44:03ﾌｼﾞﾉ ｻﾄﾙ 一関市32 137 吉田　英正 多賀城走魂人 00:44:09ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 宮城県33 40 橋本　久 砂漠を走ろう会 00:44:16ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｼ 盛岡市34 160 小田　誠 00:44:24ｵﾀﾞ ﾏｺﾄ 宮古市35 64 盛合　勤 JAC 00:44:35ﾓﾘｱｲ ﾂﾄﾑ 宮古市36 127 久保　剛 CR２東日本 00:44:42ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 盛岡市37 20 千葉　守 県南広域振興局 00:44:47ﾁﾊﾞﾏﾓﾙ 奥州市38 19 勝部　祐也 県南広域振興局 00:44:51ｶﾂﾍﾞﾕｳﾔ 一関市39 80 安保　哲雄 00:44:56ｱﾝﾎﾟ ﾃﾂｵ 金ｹ崎町40 105 猪俣　広志 00:45:00ｲﾉﾏﾀ ﾋﾛｼ 盛岡市41 69 国分　利美 アルプス電気 00:45:07ｺｸﾌﾞﾝ ﾄｼﾐ 宮城県42 130 東島　正弥 NS-TEX 00:45:13ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾏｻﾔ 大阪府43 7 山崎　恵一郎 チーム味三昧 00:45:23ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 盛岡市44 81 田中　隆司 大船渡土木 00:45:27ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 盛岡市45 330 山口　俊 00:45:45ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ 陸前高田市46 238 熊谷　崇洋 00:45:47ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 宮城県47 183 青柳　秀明 00:45:57ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 一関市48 133 熊澤　裕樹 00:46:12ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 盛岡市49 93 大峠　進 00:46:12ｵｵﾄｳｹﾞ ｽｽﾑ 紫波町50 53 浅沼　順一 大迫走友会 00:46:18ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 花巻市print:2016/11/20 18:48:44 1/5 ページTimed by　アイサム



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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名51 34 伊藤　幹男 00:46:25ｲﾄｳ ﾐｷｵ 宮古市52 35 佐藤　忠治 東北電気保安協 00:46:44ｻﾄｳ ﾁｭｳｼﾞ 盛岡市53 311 齋藤　俊 00:46:50ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 陸前高田市54 49 花田　博 走風水流 00:46:53ﾊﾅﾀ ﾋﾛｼ 秋田県55 175 加藤　郁治 アクトス盛岡 00:46:53ｶﾄｳ ｸﾆﾊﾙ 紫波町56 207 佐々木　一樹 ベアレン陸上部 00:46:57ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 盛岡市57 9 佐々木　敏之 00:46:59ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 矢巾町58 156 横谷　哲禎 00:47:07ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ 盛岡市59 66 坂本　玄 00:47:15ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 大船渡市60 106 嶌田　洋一 ベアレン陸上部 00:47:27ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 盛岡市61 309 小野寺　伸幸 00:47:33ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 陸前高田市62 335 島田　久長 岩手銀行高田支店 00:47:34ｼﾏﾀﾞ ﾋｻﾅｶﾞ 陸前高田市63 108 髙橋　守 00:47:36ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 北上市64 334 千葉　一洋 00:47:38ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 陸前高田市65 98 和川　靖孝 00:47:38ﾜｶﾞﾜ ﾔｽﾀｶ 奥州市66 305 村上　雅昭 00:47:48ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ 陸前高田市67 32 永井　功 碁石海岸RC 00:47:56ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ 大船渡市68 214 大森　光浩 00:48:06ｵｵﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ 青森県69 179 福井　正人 00:48:08ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 盛岡市70 329 佐藤　福廣 00:48:18ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 陸前高田市71 239 菊池　宗汰 00:48:22ｷｸﾁ ｿｳﾀ 釜石市72 85 小野寺　仁 00:48:27ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ 一関市73 169 廣瀬　匡司 佐々宗チャリ 00:48:28ﾋﾛｾ ﾏｻｼ 盛岡市74 182 野村　隆文 00:48:31ﾉﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 陸前高田市75 225 浅沼　和弘 00:48:35ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 盛岡市76 337 田村　敏彦 00:48:49ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 陸前高田市77 206 村上　奏 00:48:51ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾙ 奥州市78 77 藤野　政弘 00:48:55ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ 宮城県79 1 石郷岡　賢弥 KISHU 00:49:02ｲｼｺﾞｳｵｶ ｹﾝﾔ 北上市80 167 岡本　大誓 00:49:02ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｾｲ 宮城県81 129 由利　保 00:49:05ﾕﾘ ﾀﾓﾂ 奥州市82 118 山田　豊実 00:49:06ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾖﾐ 盛岡市83 200 松宮　豊 00:49:15ﾏﾂﾐﾔ ﾕﾀｶ 埼玉県84 123 長坂　洋 00:49:26ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｼ 洋野町85 86 藤澤　秀一 00:49:29ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭｳｲﾁ 盛岡市86 194 大峯　将軍 (株)ＦＴＳ 00:49:29ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾕｷ 金ヶ崎町87 122 佐々木　龍 00:49:32ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 奥州市88 190 結城　一声 ＹＭＣ 00:49:33ﾕｳｷ ｲｯｾｲ 山形県89 217 菊地　伸良 00:49:33ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 奥州市90 65 鈴木　守 00:49:39ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 遠野市91 161 井上　貴裕 NS-TEX 00:49:41ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 釜石市92 134 千田　浩 00:49:44ﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 北上市93 120 齊藤　俊満 走るかもめ 00:49:46ｻｲﾄｳ ﾄｼﾐﾂ 大船渡市94 173 森若　慎史 00:49:52ﾓﾘﾜｶ ｼﾝｼﾞ 宮城県95 151 鈴木　武彦 00:49:53ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋｺ 宮城県96 11 熊谷　純平 00:49:55ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 宮城県97 125 多田　健市 ケミコン岩手 00:50:03ﾀﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 北上市98 189 佐藤　博久 00:50:04ｻﾄｳ ﾋﾛﾋｻ 宮城県99 110 佐藤　浩行 ＴＥＡＭＳＥＡ 00:50:05ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県100 5 脇坂　隆一 00:50:09ﾜｷｻｶ ﾘｭｳｲﾁ 宮城県print:2016/11/20 18:48:44 2/5 ページTimed by　アイサム



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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名101 71 阿部　靖 大迫走友会 00:50:09ｱﾍﾞ ﾔｽｼ 花巻市102 184 畑山　拓也 アキバランナー 00:50:10ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 盛岡市103 226 斎藤　大樹 東村山市職労 00:50:12ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 東京都104 22 淺野　紘基 adidas 00:50:23ｱｻﾉ ﾋﾛｷ 愛知県105 15 佐藤　達雄 北上夏油高原自転車倶楽部 00:50:25ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 北上市106 63 畠山　知己 00:50:51ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓﾐ 遠野市107 62 桜庭　修 00:51:04ｻｸﾗﾊﾞ ｵｻﾑ 奥州市108 89 八重樫　潤 00:51:17ﾔｴｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ 北上市109 147 伊藤　定博 00:51:21ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 北上市110 43 平山　好冨美 00:51:23ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県111 318 菅野　智 00:51:36ｶﾝﾉ ﾄﾓ 陸前高田市112 99 中村　憲 第二若葉保育園 00:51:45ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 花巻市113 181 向井　太郎 00:51:46ﾑｶｲ ﾀﾛｳ 埼玉県114 216 石井　雅鋭 00:51:47ｲｼｲ ﾏｻﾄｼ 奥州市115 233 寺坂　瑞輝 00:51:49ﾃﾗｻｶ ﾐｽﾞｷ 奥州市116 240 飯沼　宥光 00:51:50ｲｲﾇﾏ ﾕｳｺｳ 愛知県117 87 若井　俊丈 00:51:55ﾜｶｲ ﾄｼﾀｹ 東京都118 21 武名　恭平 みずほ銀行 00:52:10ﾀｹﾅ ｷｮｳﾍｲ 盛岡市119 178 掛田　慎太郎 00:52:10ｶｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 宮城県120 223 西川　泰貴 00:52:14ﾆｼｶﾜ ﾀｲｷ 宮城県121 144 石川　均 00:52:17ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ 奥州市122 203 佐藤　和也 00:52:26ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 福島県123 222 青木　太朗 00:52:34ｱｵｷ ﾀﾛｳ 秋田県124 42 菊池　忠男 00:52:44ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｵ 釜石市125 124 大友　健一郎 00:52:45ｵｵﾄﾓ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大船渡市126 228 大和田　徹 00:52:47ｵｵﾜﾀﾞ ﾄｵﾙ 福島県127 50 佐々木　清一 萱刈窪走友会 00:52:48ｻｻｷ ｾｲｲﾁ 奥州市128 75 鈴木　憲三 食音遊研究所 00:52:48ｽｽﾞｷ ｹﾝｿﾞｳ 北上市129 327 布田　学 岩手銀行高田支店 00:52:49ﾇﾉﾀ ﾏﾅﾌﾞ 陸前高田市130 145 長谷川　修司 京葉ガスＲＣ 00:52:56ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 東京都131 135 加賀　博行 00:53:00ｶｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 福島県132 27 髙橋　敏男 00:53:13ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 北上市133 23 島崎　慶太 adidas 00:53:22ｼﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 埼玉県134 94 田中　正勝 00:53:26ﾀﾅｶ ﾏｻｶﾂ 東京都135 139 及川　雅洋 00:53:46ｵｲｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 遠野市136 180 安部　貴弘 お遍路同行二人 00:53:52ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉県137 211 高橋　健二 00:53:55ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 宮城県138 321 荻原　拓也 00:53:56ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 陸前高田市139 104 岩﨑　貴彦 00:53:59ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋｺ 釜石市140 229 中澤　晃介 00:54:05ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 宮城県141 331 佐藤　幹大 00:54:12ｻﾄｳ ﾐｷﾋﾛ 陸前高田市142 325 荻原　正義 00:54:18ｵｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 陸前高田市143 54 高野　勝則 00:54:18ﾀｶﾉ ｶﾂﾉﾘ 一関市144 338 羽生　貴広 00:54:20ﾊﾆｭｳ ﾀｶﾋﾛ 陸前高田市145 303 吉田　勝幸 00:54:29ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 陸前高田市146 14 小野　実 00:54:31ｵﾉ ﾐﾉﾙ 宮城県147 79 坂本　正行 玉山走友会 00:54:35ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 盛岡市148 117 荒井　重行 00:54:39ｱﾗｲ ｼｹﾞﾕｷ 宮城県149 37 大森　松司 クロニクル花東 00:54:42ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ 花巻市150 101 志田　昭一 00:54:56ｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 盛岡市print:2016/11/20 18:48:45 3/5 ページTimed by　アイサム



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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名151 197 今村　拓馬 00:55:00ｲﾏﾑﾗ ﾀｸﾏ 東京都152 322 菅野　祥之 00:55:01ｶﾝﾉ ﾖｼﾕｷ 陸前高田市153 157 吉田　竜也 00:55:01ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 盛岡市154 70 板垣　幸生 00:55:04ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｾｲ 茨城県155 59 淡路　定明 00:55:08ｱﾜｼﾞ ｻﾀﾞｱｷ 釜石市156 12 坂田　貴範 00:55:09ｻｶﾀ ﾀｶﾉﾘ 北海道157 13 熊谷　和馬 00:55:14ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾏ 盛岡市158 18 菅野　章 県南広域振興局 00:55:16ｶﾝﾉｱｷﾗ 紫波町159 162 栗原　康輔 00:55:18ｸﾘﾊﾗ ｺｳｽｹ 東京都160 241 奥寺　雄貴 00:55:31ｵｸﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 遠野市161 56 小原　悟 00:55:33ｵﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ 北上市162 61 髙橋　勝徳 上野法律専門学 00:55:46ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 盛岡市163 308 臼井　進也 00:55:48ｳｽｲ ｼﾝﾔ 陸前高田市164 38 川端　健 バッテンクラブ 00:55:58ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 宮城県165 317 湯浅　淳 00:56:26ﾕｱｻ ｼﾞｭﾝ 陸前高田市166 116 田中　敏弘 TOMOSU 00:56:43ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県167 57 伊藤　岳 オリンピア企画 00:56:44ｲﾄｳ ﾀｶｼ 盛岡市168 148 佐藤　朋亨 時習館 00:56:51ｻﾄｳ ﾄﾓﾐﾂ 大船渡市169 196 峯崎　佳一 00:56:56ﾐﾈｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 宮城県170 84 秋山　興仁 アイルトンＳＰ 00:57:01ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 宮城県171 41 渡邉　不二夫 00:57:04ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 盛岡市172 339 菅野　雄治 00:57:16ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞ 陸前高田市173 193 山本　常人 00:57:18ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾈﾄ 東京都174 232 鈴木　一紘 00:57:35ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大船渡市175 192 高橋　健 00:57:39ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 花巻市176 36 後藤　正 00:58:05ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 奥州市177 58 伊藤　康栄 秋田大館 00:58:16ｲﾄｳ ｺｳｴｲ 秋田県178 177 小山　淳 00:58:25ｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 宮城県179 152 佐藤　誠也 00:58:40ｻﾄｳ ｾｲﾔ 東京都180 313 平泉　圭輔 00:58:45ﾋﾗｲｽﾞﾐ ｹｲｽｹ 陸前高田市181 314 阿比留　友樹 00:58:50ｱﾋﾞﾙ ﾄﾓｷ 陸前高田市182 114 佐藤　雅一 西松建設 00:58:52ｻﾄｳ ﾏｻｲﾁ 宮城県183 29 鈴木　清一 00:59:04ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 奥州市184 138 佐浦　隆之 大栄重機工業㈱ 00:59:05ｻｳﾗ ﾀｶﾕｷ 宮城県185 46 佐々木　博幸 00:59:13ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 釜石市186 315 及川　裕喜 00:59:32ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 陸前高田市187 128 齊藤　道也 00:59:49ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾔ 宮城県188 164 佐藤　博人 00:59:50ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 宮城県189 78 古川　和久 00:59:50ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾋｻ 青森県190 74 晴山　俊 祥雲 01:00:07ﾊﾚﾔﾏ ｼｭﾝ 盛岡市191 230 宍戸　駿一 01:00:23ｼｼﾄﾞ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県192 103 奥　秀樹 01:00:27ｵｸ ﾋﾃﾞｷ 盛岡市193 30 川越　憲彰 チームソガモン 01:00:29ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｼｮｳ 宮城県194 185 若生　徹也 01:00:34ﾜｺｳ ﾃﾂﾔ 盛岡市195 304 金野　雄 01:00:40ｷﾝﾉ ﾀｹｼ 陸前高田市196 236 奥寺　貴大 01:00:45ｵｸﾃﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 遠野市197 88 菊池　洋 ひめかみ病院 01:00:46ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 滝沢市198 52 川井　好男 01:00:55ｶﾜｲ ﾖｼｵ 盛岡市199 8 山田　康友 01:00:56ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 宮城県200 90 村上　勝弘 個人 01:01:01ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾋﾛ 一関市print:2016/11/20 18:48:45 4/5 ページTimed by　アイサム



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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名201 10 高橋　尚史 01:01:04ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 東京都202 25 工野　大介 フリーデン 01:01:06ｸﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県203 235 三束　浩文 01:01:19ﾐﾂﾂｶ ﾋﾛﾌﾐ 宮城県204 31 小山　勝太郎 01:01:38ｺﾔﾏ ｶﾂﾀﾛｳ 東京都205 301 佐藤　善治郎 01:01:45ｻﾄｳ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 陸前高田市206 109 高橋　央 01:02:09ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 北上市207 132 斉藤　直也 少林寺拳法 01:02:14ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 埼玉県208 333 武本　康睦 01:02:20ﾀｹﾓﾄ ﾔｽﾖｼ 陸前高田市209 141 佐藤　大祐 並木精密宝石 01:02:53ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 秋田県210 26 千葉　正雄 01:02:54ﾁﾊﾞ ﾏｻｵ 大船渡市211 16 小林　直樹 ＢＳマラソン部 01:03:03ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 神奈川県212 188 太子　和裕 01:03:25ﾀｲｼ ｶｽﾞﾋﾛ 山形県213 112 鈴木　太 01:03:48ｽｽﾞｷ ﾌﾄｼ 宮城県214 76 佐々木　徳明 釜南パニックス 01:04:00ｻｻｷ ﾉﾘｱｷ 釜石市215 68 吉田　圧務 01:04:13ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ 宮古市216 4 北村　勉 01:04:38ｷﾀﾑﾀ ﾂﾄﾑ 宮城県217 336 松本　正弘 01:04:52ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 陸前高田市218 149 小田島　玄 01:05:13ｵﾀﾞｼﾏ ｹﾞﾝ 花巻市219 2 菅間　隆秀 01:05:49ｶﾝﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 宮城県220 102 西　美生 01:06:01ﾆｼ ﾖｼｵ 宮城県221 107 佐藤　実 走る蕎麦屋 01:06:12ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 北上市222 172 岩原　慎二 01:06:19ｲﾜﾊﾜ ｼﾝｼﾞ 矢巾町223 210 小原　裕 01:06:25ｵﾊﾞﾗ ﾕｳ 北上市224 97 八重樫　健一 01:07:01ﾔｴｶﾞｼ ｹﾝｲﾁ 花巻市225 44 東海林　豪 01:07:34ｼｮｳｼﾞ ｺﾞｳ 東京都226 310 大坂　和信 01:07:39ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 陸前高田市227 3 松浦　一憲 こがねっこ 01:07:40ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都228 119 小松　和真 01:07:57ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 福島県229 159 石引　大二 すくにっつ男 01:07:58ｲｼﾋﾞｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 埼玉県230 51 松石　篤 01:08:07ﾏﾂｲｼ ｱﾂｼ 山形県231 191 福田　光 01:08:13ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 神奈川県232 121 千葉　利秋 01:08:30ﾁﾊﾞ ﾄｼｱｷ 金ｹ崎町233 204 竹谷　圭祐 01:08:33ﾀｹﾀﾆ ｹｲｽｹ 千葉県234 48 藤井　豊 01:09:44ﾌｼﾞｲ ﾕﾀｶ 山形県235 45 今関　隆志 01:11:31ｲﾏｾｷ ﾀｶｼ 盛岡市236 186 大坂　健 01:11:45ｵｵｻｶ ﾀｹｼ 宮城県237 307 池田　陽一 01:12:09ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 陸前高田市238 113 菊地　智之 東村山市職労 01:13:08ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 東京都239 316 城尾　健二 01:13:21ｼﾛｵ ｹﾝｼﾞ 陸前高田市240 72 田村　和浩 はなそう基金 01:13:37ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都241 209 大石　鉄治 はなそう基金 01:13:37ｵｵｲｼ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県242 218 蒲生　泰志 はなそう基金 01:13:37ｶﾞﾓｳ ﾔｽｼ 東京都243 91 喜多羅　滋夫 はなそう基金 01:13:37ｷﾀﾗ ｼｹﾞｵ 神奈川県244 195 塚原　賢一郎 はなそう基金 01:13:37ﾂｶﾊﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都245 224 須藤　勝哉 北上マラソン部 01:13:37ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 北上市246 328 八重樫　武 岩手銀行高田支店 01:16:11ﾔｴｶﾞｼ ﾀｹﾙ 陸前高田市247 165 大宮　勝章 01:16:23ｵｵﾐﾔ ｶﾂｱｷ 宮城県248 153 金本　肇 01:16:29ｶﾈﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県249 33 川上　三郎 01:20:49ｶﾜｶﾐ ｻﾌﾞﾛｳ 東京都print:2016/11/20 18:48:45 5/5 ページTimed by　アイサム


