
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1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生

カナ 都市名1 3003 村上　暁斗 長部野球スポーツ少年団 00:07:22ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾄ 陸前高田市2 3074 金野　悠仁 米崎小学校 00:07:25ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾝ 陸前高田市3 3019 及川　詠 高田野球スポーツ少年団 00:07:26ｵｲｶﾜ ｴｲ 陸前高田市4 3038 戸羽　将希 高田フットボールクラブ 00:07:38ﾄﾊﾞ ﾏｻｷ 陸前高田市5 3008 畠山　晃輔 横田野球スポーツ少年団 00:07:40ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 陸前高田市6 3009 長谷川　創一 横田野球スポーツ少年団 00:07:52ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳｲﾁ 陸前高田市7 3055 吉田　結稀 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:07:59ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 陸前高田市8 3060 山田　旺輝 米崎リトルスポーツ少年団 00:08:00ﾔﾏﾀﾞ ｵｳｷ 陸前高田市9 3006 菅野　正喜 長部野球スポーツ少年団 00:08:08ｶﾝﾉ ﾏｻﾖｼ 陸前高田市10 3007 菅野　煌介 長部野球スポーツ少年団 00:08:11ｶﾝﾉ ｺｳｽｹ 陸前高田市11 3029 伊藤　彰峻 高田フットボールクラブ 00:08:11ｲﾄｳ ｱｷﾄｼ 陸前高田市12 3005 菅野　空大 長部野球スポーツ少年団 00:08:11ｶﾝﾉ ｿﾗﾄ 陸前高田市13 3064 橋詰　心海 米崎リトルスポーツ少年団 00:08:11ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾝｶｲ 陸前高田市14 3043 石川　連 高田フットボールクラブ 00:08:12ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 陸前高田市15 3057 大和田　朝陽 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:08:16ｵｵﾜﾀﾞ ｱｻﾋ 陸前高田市16 3056 小松　絋介 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:08:19ｺﾏﾂ ｺｳｽｹ 陸前高田市17 3050 菅野　聖那 気仙リバースSTスポーツ少年団 00:08:20ｶﾝﾉ ｾﾅ 陸前高田市18 3023 半澤　佑太 竹駒小学校 00:08:22ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 陸前高田市19 3052 佐藤　祥己 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:08:24ｻﾄｳ ﾖｼｷ 陸前高田市20 3021 佐藤　日陽 高田野球スポーツ少年団 00:08:25ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 陸前高田市21 3001 金野　海碧 米崎小学校 00:08:25ｺﾝﾉ ﾒｲ 陸前高田市22 3039 柴田　蒼太 高田フットボールクラブ 00:08:27ｼﾊﾞﾀ ｿｳﾀ 陸前高田市23 3071 佐藤　蓮 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:08:29ｻﾄｳ ﾚﾝ 陸前高田市24 3045 戸羽　悠大 高田フットボールクラブ 00:08:30ﾄﾊﾞ ﾕｳﾀ 陸前高田市25 3037 菅野　修生 高田フットボールクラブ 00:08:33ｶﾝﾉ ｼｭｳｾｲ 陸前高田市26 3058 村上　大和 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:08:38ﾑﾗｶﾐ ﾔﾏﾄ 陸前高田市27 3015 菅野　拳真 気仙小学校 00:08:39ｶﾝﾉ ｹﾝｼﾝ 陸前高田市28 3077 金野　要 米崎小学校 00:08:39ｺﾝﾉ ｶﾅﾒ 陸前高田市29 3020 丹野　駿 高田野球スポーツ少年団 00:08:40ﾀﾝﾉ ｼｭﾝ 陸前高田市30 3010 太田　迅 横田野球スポーツ少年団 00:08:40ｵｵﾀ ｼﾞﾝ 陸前高田市31 3031 村上　大悟　 高田フットボールクラブ 00:08:45ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 陸前高田市32 3036 大和田　幸弘 高田フットボールクラブ 00:08:46ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 陸前高田市33 3059 高橋　迅 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:08:49ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾝ 陸前高田市34 3004 佐々木　神 長部野球スポーツ少年団 00:08:51ｻｻｷ ｼﾞﾝ 陸前高田市35 3028 小松　奏太 高田フットボールクラブ 00:09:04ｺﾏﾂ ｿｳﾀ 陸前高田市36 3017 菅野　樹良 高田小学校 00:09:08ｶﾝﾉ ｼﾞｭﾗ 陸前高田市37 3053 戸羽　蓮 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:09:09ﾄﾊﾞ ﾚﾝ 陸前高田市38 3011 村上　龍馬 横田野球スポーツ少年団 00:09:12ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾏ 陸前高田市39 3063 佐々木　瑛太 米崎リトルスポーツ少年団 00:09:18ｻｻｷ ｴｲﾀ 陸前高田市40 3067 後藤　和 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団 00:09:20ｺﾞﾄｳ ﾔﾏﾄ 陸前高田市41 3061 大谷　遼馬 米崎リトルスポーツ少年団 00:09:20ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 陸前高田市42 3070 藤井　大翔 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:09:21ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄ 陸前高田市43 3041 青山　雄祐 高田フットボールクラブ 00:09:22ｱｵﾔﾏ ﾕｳｽｹ 陸前高田市44 3065 後藤　陽向 米崎リトルスポーツ少年団 00:09:22ｺﾞﾄｳ ﾋﾅﾀ 陸前高田市45 3042 千葉　聖那 高田フットボールクラブ 00:09:22ﾁﾊﾞ ｾﾅ 陸前高田市46 3013 清水　幸之進 広田小学校 00:09:23ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾉｼﾝ 陸前高田市47 3048 上部　旬 高田フットボールクラブ 00:09:23ｳﾜﾍﾞ ｼｭﾝ 陸前高田市48 3002 小泉　悠人 長部野球スポーツ少年団 00:09:35ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 陸前高田市49 3068 佐藤　悠也 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団 00:09:35ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 陸前高田市50 3072 菅崎　風吹 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:09:46ｶﾝｻﾞｷ ﾌﾌﾞｷ 陸前高田市 1/2 ページTimed by　アイサム



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1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生

カナ 都市名51 3046 村上　夏輝 高田フットボールクラブ 00:09:50ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂｷ 陸前高田市52 3073 菅野　友 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:09:50ｶﾝﾉ ﾄﾓ 陸前高田市53 3044 佐藤　巧登 高田フットボールクラブ 00:09:51ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 陸前高田市54 3051 津田　斗真 気仙リバースSTスポーツ少年団 00:09:52ﾂﾀﾞ ﾄｳﾏ 陸前高田市55 3047 熊谷　佳月 高田フットボールクラブ 00:09:54ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 陸前高田市56 3040 鈴木　龍翔 高田フットボールクラブ 00:09:55ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 陸前高田市57 3012 清水　広幸 高田小学校 00:10:03ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 陸前高田市58 3024 佐々木　泰雅 竹駒小学校 00:10:11ｻｻｷ ﾀｲｶﾞ 陸前高田市59 3027 戸羽　碧波 高田フットボールクラブ 00:10:19ﾄﾊﾞ ｱｵﾊﾞ 陸前高田市60 3032 小鎚　悠陽 高田フットボールクラブ 00:10:21ｺｽﾞﾁ ﾕｳﾋ 陸前高田市61 3054 佐々木　和哉 高田東Jr野球スポーツ少年団 00:10:30ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 陸前高田市62 3066 佐々木　琉輝空 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団 00:10:32ｻｻｷ ﾙｷｱ 陸前高田市63 3014 堤　颯一 小友小学校 00:10:45ﾂﾂﾐ ｿｳｲﾁ 陸前高田市64 3026 石川　陽翔 高田小学校 00:11:02ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 陸前高田市65 3016 大和田　一絆 広田小学校 00:11:21ｵｵﾜﾀﾞ ｲｯｷ 陸前高田市66 3076 熊谷　未来 米崎小学校 00:12:55ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾗｲ 陸前高田市67 3078 脇坂　晟和 米崎小学校 00:13:12ﾜｷｻｶ ｾﾅ 陸前高田市68 3030 太田　光星 高田フットボールクラブ 00:15:39ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 陸前高田市69 3069 佐々木　千颯 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:16:07ｻｻｷ ﾁﾊﾔ 陸前高田市
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