
復活の道しるべ 2017 陸前高田応援マラソン 2017/11/19
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 1064 加藤　和彦 00:17:29ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県2 1052 宮守　基光 大船渡陸倶 00:18:28ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ 大船渡市3 1084 山本　雄太郎 八幡平市陸協 00:18:57ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 盛岡市4 1061 鈴木　研一郎 南三陸消防署 00:19:03ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県5 1058 村井　正明 00:19:10ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ 矢巾町6 1062 菅野　謙一 00:19:16ｶﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 大船渡市7 1225 菅野　正和 00:19:19ｶﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ 陸前高田市8 1090 柴田　大地 00:19:46ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 奥州市9 1053 山田　全史 ＫＳＯＵＫＡＩ 00:19:51ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 宮城県10 1041 大和田　忠行 00:20:18ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 大船渡市11 1218 菅野　伸 00:20:37ｶﾝﾉ ｼﾝ 陸前高田市12 1215 佐々木　慶喜 00:21:25ｻｻｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 陸前高田市13 1004 山下　浩樹 00:21:33ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 盛岡市14 1067 新沼　勝利 大船渡AC 00:21:35ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ 大船渡市15 1051 菅原　政弘 00:21:37ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 一関市16 1069 山口　俊輔 00:21:44ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 宮古市17 1079 水戸　亮太 00:22:12ﾐﾄ ﾘｮｳﾀ 宮城県18 1226 小林　邦明 00:23:12ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｱｷ 陸前高田市19 1211 金野　行徹 00:23:15ｺﾝﾉ ﾕｷﾐﾁ 陸前高田市20 1201 及川　満伸 00:23:27ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 陸前高田市21 1016 武名　恭平 みずほ銀行 00:23:32ﾀｹﾅ ｷｮｳﾍｲ 盛岡市22 1205 村上　茂樹 00:23:45ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞｷ 陸前高田市23 1213 菅野　将英 00:23:46ｶﾝﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ 陸前高田市24 1227 小松　聡 00:24:03ｺﾏﾂ ｻﾄﾙ 陸前高田市25 1033 小山　邦彦 ごっつぉ屋 00:24:04ｵﾔﾏ ｸﾆﾋｺ 一関市26 1046 山田　裕之 00:24:04ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都27 1206 細谷　智史 00:24:08ﾎｿﾔ ｻﾄｼ 陸前高田市28 1031 大和田　拓美 気仙マスターズ 00:24:11ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 大船渡市29 1050 掛川　潤一郎 なし 00:24:17ｶｹｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 矢巾町30 1077 千葉　雄二 00:24:19ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 一関市31 1057 坂本　秀樹 00:24:24ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 青森県32 1217 石井　嶺雄 00:24:35ｲｼｲ ﾐﾈｵ 陸前高田市33 1042 平野　信二 00:24:37ﾋﾗﾉ ｼﾝｼﾞ 矢巾町34 1038 山本　由勝 安代鉄工所（有 00:24:48ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶﾂ 八幡平市35 1017 高山　峻輔 みずほ銀行 00:24:49ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 盛岡市36 1203 細谷　喜一 00:24:55ﾎｿﾔ ｷｲﾁ 陸前高田市37 1089 藤原　和 00:25:09ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔﾏﾄ 一関市38 1018 渡辺　隆一 みずほ銀行 00:25:21ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 盛岡市39 1056 昆野　知幸 チーム石上 00:25:24ｺﾝﾉ ﾄﾓﾕｷ 遠野市40 1072 佐藤　航 疲れた人の会 00:25:33ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 盛岡市41 1085 田中　守 00:25:59ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 神奈川県42 1015 安藤　史彦 みずほ銀行 00:26:09ｱﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋｺ 盛岡市43 1086 菊池　祐輝 00:26:11ｷｸﾁ ﾕｳｷ 遠野市44 1035 竹花　勉 00:26:22ﾀｹﾊﾅ ﾂﾄﾑ 盛岡市45 1023 内村　直也 フリーデン 00:26:28ｳﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 一関市46 1216 新沼　裕太 00:26:29ﾆｲﾇﾏ ﾕｳﾀ 陸前高田市47 1088 出石　瞬耶 枚方レオクラブ 00:26:30ｲﾃﾞｲｼ ｼｭﾝﾔ 京都府48 1024 佐々木　基 酔仙酒造㈱ 00:26:30ｻｻｷ ﾓﾄｼ 大船渡市49 1220 半澤　昌克 岩手銀行 00:26:33ﾊﾝｻﾞﾜ ﾏｻｶﾂ 陸前高田市50 1230 佐藤　由也　 00:26:37ｻﾄｳ ﾖｼﾔ 陸前高田市 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 1047 佐々木　隆 チーム石上 00:26:49ｻｻｷ ﾀｶｼ 遠野市52 1075 鈴木　秀幸 00:26:53ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 大船渡市53 1006 松井　陽佑 00:26:55ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ 陸前高田市54 1022 重良　素史 フリーデン 00:27:04ｼﾞｭｳﾛｳ ﾓﾄｼ 一関市55 1007 中川　浩輔 みずほ銀行 00:27:08ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 盛岡市56 1087 水野　優作 枚方レオクラブ 00:27:19ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｻｸ 京都府57 1039 千葉　徳雄 00:27:23ﾁﾊﾞ ﾉﾘｵ 一関市58 1214 黄川田　大雅 00:27:43ｷｶﾜﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 陸前高田市59 1025 山下　崇 adidas 00:27:48ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ 埼玉県60 1074 似田貝　敬洋 チーム石上 00:27:54ﾆﾀｶｲ ﾀｶﾋﾛ 遠野市61 1080 望月　友也 00:27:59ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 東京都62 1032 及川　清 夏油高原RC 00:28:08ｵｲｶﾜ ｷﾖｼ 北上市63 1209 橋詰　清 00:28:10ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖｼ 陸前高田市64 1034 伊藤　栄 00:28:12ｲﾄｳ ｻｶｴ 花巻市65 1073 黒須　尚人 00:28:19ｸﾛｽ ﾅｵﾄ 盛岡市66 1081 生田　輝久 産業革新チーム 00:28:25ｲｸﾀ ﾃﾙﾋｻ 釜石市67 1045 原　也寸志 00:28:28ﾊﾗ ﾔｽｼ 宮城県68 1010 宮崎　太郎 みずほ銀行 00:29:09ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾛｳ 盛岡市69 1008 大林　浩至 みずほ銀行 00:29:10ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 盛岡市70 1002 中川　直之 きょうたくＲＣ 00:29:23ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 宮古市71 1070 及川　晋生 釜石SWファン 00:29:41ｵｲｶﾜ ｸﾆｵ 北上市72 1009 嶋　凌汰 みずほ銀行 00:29:48ｼﾏ ﾘｮｳﾀ 盛岡市73 1001 黒澤　弘 00:29:50ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ 京都府74 1071 熊谷　和士 チーム石上 00:30:04ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｼ 遠野市75 1019 佐藤　光 みずほ証券 00:30:33ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 盛岡市76 1207 畠山　正彦 00:30:55ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 陸前高田市77 1228 臺　豊正 00:31:02ｳﾃﾅ ﾄﾖﾏｻ 陸前高田市78 1049 滝川　浩二 00:31:03ﾀｷｶﾜ ｺｳｼﾞ 盛岡市79 1012 大久保　清 みずほ銀行 00:31:34ｵｵｸﾎﾞ ｷﾖｼ 盛岡市80 1037 小原　敏勝 チーム石上 00:31:39ｵﾊﾞﾗ ﾄｼｶﾂ 遠野市81 1065 高見　純一 00:31:56ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大船渡市82 1222 沼倉　拓郎 岩手銀行 00:32:01ﾇﾏｸﾗ ﾀｸﾛｳ 陸前高田市83 1026 藤原　大智 adidas 00:32:41ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 東京都84 1063 後藤　修二 00:32:56ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 陸前高田市85 1082 磯村　亮太朗 AGU-VS 00:33:06ｲｿﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉県86 1212 西条　正夫 00:33:18ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻｵ 陸前高田市87 1003 須藤　開 大船渡水産振興 00:33:31ｽﾄﾞｳ ｶｲ 一関市88 1021 柳川　圭佑 フリーデン 00:33:36ﾔﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 一関市89 1028 深沢　友人 adidas 00:33:37ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾄ 長野県90 1027 平　一貴 adidas 00:33:40ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾀｶ 山形県91 1221 小松　英一 岩手銀行 00:33:47ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 陸前高田市92 1030 酒井　伸夫 00:34:16ｻｶｲ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県93 1083 松川　達哉 00:34:21ﾏﾂｶﾜ ﾀﾂﾔ 東京都94 1060 田原　摂 00:34:28ﾀﾊﾞﾙ ｵｻﾑ 宮城県95 1014 片山　翔太 みずほ銀行 00:34:37ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ 盛岡市96 1013 牧田　康史 みずほ銀行 00:34:39ﾏｷﾀ ﾔｽｼ 盛岡市97 1224 松峯　千尋 00:34:51ﾏﾂﾐﾈ ﾁﾋﾛ 陸前高田市98 1011 黛　俊之 みずほ銀行 00:35:36ﾏﾕｽﾞﾐ ﾄｼﾕｷ 盛岡市99 1223 八重樫　武 岩手銀行 00:36:14ﾔｴｶﾞｼ ﾀｹﾙ 陸前高田市100 1055 横澤　嘉宗 産業革新チーム 00:36:38ﾖｺｻﾜ ﾖｼﾑﾈ 一関市 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 1231 菊池　純一 00:38:29ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 陸前高田市102 1005 蝦名　智英 00:38:33ｴﾋﾞﾅ ﾄﾓﾋﾃﾞ 青森県
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