
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

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 2327 熊谷　秀人 高田東中スマイルランナーズ 00:10:17ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾄ 陸前高田市2 2325 吉田　琢真 高田東中学校野球部 00:10:20ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 陸前高田市3 2328 千田　太貴 高田東中スマイルランナーズ 00:10:36ﾁﾀﾞ ﾀｲｷ 陸前高田市4 2338 熊谷　篤也 高田東中学校テニス部 00:10:56ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂﾔ 陸前高田市5 2321 熊谷　春海 高田東中学校野球部 00:11:11ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾐ 陸前高田市6 2318 村上　翼 高田東中学校野球部 00:11:14ﾑﾗｶﾐ ﾂﾊﾞｻ 陸前高田市7 2315 金野　晃大 高田東中学校野球部 00:11:14ｷﾝﾉ ｺｳﾀﾞｲ 陸前高田市8 2334 鈴木　颯真 高田東中学校テニス部 00:11:14ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 陸前高田市9 2324 村上　龍之介 高田東中学校野球部 00:11:17ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 陸前高田市10 2323 佐々木　大翔 高田東中学校野球部 00:11:20ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 陸前高田市11 2330 鈴木　裕太 高田東中スマイルランナーズ 00:11:35ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 陸前高田市12 2301 亀井　蒼太 陸前高田市立第一中学校 00:11:36ｶﾒｲ ｿｳﾀ 陸前高田市13 2340 石川　樹 高田東中バスケットボール部 00:11:37ｲｼｶﾜ ｲﾂｷ 陸前高田市14 2399 白山　勇晴 第一中学校バスケットボール部 00:11:39ｼﾗﾔﾏ ﾕｳｾｲ 陸前高田市15 2402 佐々木　優弥 第一中学校バスケットボール部 00:11:44ｻｻｷ ﾕｳﾔ 陸前高田市16 2369 吉田　和明 第一中学校サッカー部 00:11:50ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 陸前高田市17 2347 菅野　光希 高田東中バスケットボール部 00:11:50ｶﾝﾉ ｺｳｷ 陸前高田市18 2373 菅野　大輝 第一中学校サッカー部 00:11:55ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｷ 陸前高田市19 2362 佐々木　哲平 第一中学校サッカー部 00:12:01ｻｻｷ ﾃｯﾍﾟｲ 陸前高田市20 2355 菅野　新 第一中学校サッカー部 00:12:01ｶﾝﾉ ｱﾗﾀ 陸前高田市21 2329 佐藤　眞尋 高田東中スマイルランナーズ 00:12:03ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ 陸前高田市22 2400 多田　拓夢 第一中学校バスケットボール部 00:12:08ﾀﾀﾞ ﾀｸﾑ 陸前高田市23 2319 青山　隆生 高田東中学校野球部 00:12:09ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 陸前高田市24 2365 菅野　夏生 第一中学校サッカー部 00:12:10ｶﾝﾉ ｶｲ 陸前高田市25 2306 山田　一輝 高田東中学校野球部 00:12:13ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｷ 陸前高田市26 2345 藤丸　颯汰 高田東中バスケットボール部 00:12:13ﾌｼﾞﾏﾙ ｿｳﾀ 陸前高田市27 2302 臼井　裕太 高田東中学校野球部 00:12:14ｳｽｲ ﾕｳﾀ 陸前高田市28 2398 佐々木　知弥 第一中学校バスケットボール部 00:12:14ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 陸前高田市29 2326 吉田　知生 高田東中学校野球部 00:12:21ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 陸前高田市30 2314 菅野　凌亮 高田東中学校野球部 00:12:28ｶﾝﾉ ﾘｮｳｽｹ 陸前高田市31 2357 臼井　瑠夏 第一中学校サッカー部 00:12:33ｳｽｲ ﾙｶ 陸前高田市32 2307 佐藤　慶太 高田東中学校野球部 00:12:41ｻﾄｳ ｹｲﾀ 陸前高田市33 2380 佐々木　蒼士 第一中学校ソフトテニス部 00:12:44ｻｻｷ ｱｵｼ 陸前高田市34 2342 佐々木　智徳 高田東中バスケットボール部 00:12:54ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 陸前高田市35 2341 伊藤　有惟 高田東中バスケットボール部 00:12:54ｲﾄｳ ﾕｳｲ 陸前高田市36 2397 昆　朝陽 第一中学校バスケットボール部 00:12:56ｺﾝ ｱｻﾋ 陸前高田市37 2310 村上　真梧 高田東中学校野球部 00:13:01ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｺﾞ 陸前高田市38 2346 岡渕　創太 高田東中バスケットボール部 00:13:02ｵｶﾌﾞﾁ ｿｳﾀ 陸前高田市39 2375 菅野　洸寿 第一中学校サッカー部 00:13:07ｶﾝﾉ ｺｳｼﾞｭ 陸前高田市40 2305 星　優斗 高田東中学校野球部 00:13:10ﾎｼ ﾕｳﾄ 陸前高田市41 2371 太田　翔斗 第一中学校サッカー部 00:13:17ｵｵﾀ ｼｮｳﾄ 陸前高田市42 2372 紺野　洲陛 第一中学校サッカー部 00:13:23ｺﾝﾉ ｼｭｳﾍｲ 陸前高田市43 2374 三浦　斗宇吾 第一中学校サッカー部 00:13:34ﾐｳﾗ ﾄｳｺﾞ 陸前高田市44 2366 小松　琉斗 第一中学校サッカー部 00:13:34ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾄ 陸前高田市45 2309 鈴木　樹 高田東中学校野球部 00:13:40ｽｽﾞｷ ﾀﾂｷ 陸前高田市46 2363 菊池　大樹 第一中学校サッカー部 00:13:45ｷｸﾁ ﾀﾞｲｷ 陸前高田市47 2367 岡田　悠太 第一中学校サッカー部 00:13:46ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 陸前高田市48 2368 原田　圭梧 第一中学校サッカー部 00:13:49ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ 陸前高田市49 2332 菅原　友陽 高田東中学校テニス部 00:13:50ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ 陸前高田市50 2335 千葉　晃 高田東中学校テニス部 00:13:52ﾁﾊﾞ ﾋｶﾙ 陸前高田市 1/2 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 2304 戸羽　優月 高田東中学校野球部 00:14:04ﾄﾊﾞ ﾕｳｶﾞ 陸前高田市52 2308 佐藤　翔眞 高田東中学校野球部 00:14:16ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 陸前高田市53 2377 坂井　紘人 第一中学校ソフトテニス部 00:14:20ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 陸前高田市54 2376 川村　岳 第一中学校サッカー部 00:14:20ｶﾜﾑﾗ ﾀｹﾙ 陸前高田市55 2322 小松　勇聖 高田東中学校野球部 00:14:21ｺﾏﾂ ﾕｳｾｲ 陸前高田市56 2337 柴田　拓海 高田東中学校テニス部 00:14:26ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 陸前高田市57 2385 柴田　空 第一中学校ソフトテニス部 00:14:30ｼﾊﾞﾀ ｿﾗ 陸前高田市58 2386 佐々木　逸秀 第一中学校ソフトテニス部 00:14:37ｻｻｷ ｲｯｼｭｳ 陸前高田市59 2364 小田　駿佑 第一中学校サッカー部 00:14:37ｵﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 陸前高田市60 2390 福田　一稀 第一中学校ソフトテニス部 00:14:38ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 陸前高田市61 2317 村上　颯祐 高田東中学校野球部 00:14:39ﾑﾗｶﾐ ｿｳｽｹ 陸前高田市62 2394 佐々木　爽真 第一中学校ソフトテニス部 00:14:51ｻｻｷ ｿｳﾏ 陸前高田市63 2303 熊谷　知希 高田東中学校野球部 00:14:59ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 陸前高田市64 2331 鈴木　廉 高田東中学校テニス部 00:15:05ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 陸前高田市65 2387 村上　慶 第一中学校ソフトテニス部 00:15:07ﾑﾗｶﾐ ｹｲ 陸前高田市66 2379 村上　学翼 第一中学校ソフトテニス部 00:15:07ﾑﾗｶﾐ ｶﾞｸﾄ 陸前高田市67 2311 村上　瑠希也 高田東中学校野球部 00:15:09ﾑﾗｶﾐ ﾙｷﾔ 陸前高田市68 2381 佐々木　遥斗 第一中学校ソフトテニス部 00:15:10ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 陸前高田市69 2389 佐々木　ユウ 第一中学校ソフトテニス部 00:15:10ｻｻｷ ﾕｳ 陸前高田市70 2360 阿部　成吾 第一中学校サッカー部 00:15:11ｱﾍﾞ ｾｲｺﾞ 陸前高田市71 2391 小野寺　元気 第一中学校ソフトテニス部 00:15:20ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ 陸前高田市72 2344 菅野　開斗 高田東中バスケットボール部 00:15:24ｶﾝﾉ ｶｲﾄ 陸前高田市73 2384 船本　陸平 第一中学校ソフトテニス部 00:15:27ﾌﾅﾓﾄ ﾘｸ 陸前高田市74 2382 及川　晴翔 第一中学校ソフトテニス部 00:15:27ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾄ 陸前高田市75 2392 小田　真 第一中学校ソフトテニス部 00:15:34ｵﾀﾞ ﾅｵ 陸前高田市76 2395 大内　拓夢 第一中学校ソフトテニス部 00:15:35ｵｵｳﾁ ﾀｸﾑ 陸前高田市77 2393 佐々木　大空 第一中学校ソフトテニス部 00:15:38ｻｻｷ ﾀｸ 陸前高田市78 2378 村上　未來 第一中学校ソフトテニス部 00:15:39ﾑﾗｶﾐ ﾐﾗｲ 陸前高田市79 2320 大和田　尚典 高田東中学校野球部 00:15:43ｵｵﾜﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 陸前高田市80 2343 佐々木　勇美 高田東中バスケットボール部 00:16:25ｻｻｷ ｲｻﾐ 陸前高田市81 2339 千田　魁里 高田東中学校テニス部 00:16:26ﾁﾀﾞ ｶｲﾘ 陸前高田市82 2348 菅野　春樹 高田東中バスケットボール部 00:16:27ｶﾝﾉ ﾊﾙｷ 陸前高田市83 2349 吉田　悠晟 高田東中バスケットボール部 00:16:40ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ 陸前高田市84 2388 遠山　巧 第一中学校ソフトテニス部 00:17:06ﾄｵﾔﾏ ｺｳ 陸前高田市85 2396 黄川田　諒 第一中学校ソフトテニス部 00:17:50ｷｶﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 陸前高田市86 2312 吉田　開 高田東中学校野球部 00:20:12ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 陸前高田市
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