
復活の道しるべ 2018 陸前高田応援マラソン 2018/11/18
順位 氏名 所属 記録ナンバー

市民3.2km男子小学4～6年生市民3.2km男子小学4～6年生市民3.2km男子小学4～6年生市民3.2km男子小学4～6年生

カナ 都市名1 2017 村上　慧 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:12:06ﾑﾗｶﾐ ｹｲ 陸前高田市2 2047 菅野　温大 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:12:16ｶﾝﾉ ｱﾂﾋﾛ 陸前高田市3 2021 金野　正拓 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:12:25ｺﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ 陸前高田市4 2040 金野　悠仁 米崎リトルスポーツ少年団（4年） 00:12:26ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾝ 陸前高田市5 2079 村上　暁斗 長部野球スポーツ少年団(4年) 00:12:34ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾄ 陸前高田市6 2102 上野　瑛輝 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（6年） 00:12:36ｳｴﾉ ｴｲｷ 陸前高田市7 2061 松田　蒼空 横田野球スポーツ少年団（5年） 00:12:42ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 陸前高田市8 2041 佐々木　優成 竹駒小6年 00:12:45ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 陸前高田市9 2081 村上　陽空 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:12:47ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｸ 陸前高田市10 2103 権藤　琥珀 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（6年） 00:12:59ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｺﾊｸ 陸前高田市11 2111 戸羽　遥史 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（5年） 00:13:01ﾄﾊﾞ ﾊﾙﾌﾐ 陸前高田市12 2034 山田　旺輝 米崎リトルスポーツ少年団（4年） 00:13:02ﾔﾏﾀﾞ ｵｳｷ 陸前高田市13 2053 清水　康佑 高田野球スポーツ少年団(5年) 00:13:02ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 陸前高田市14 2063 畠山　晃輔 横田野球スポーツ少年団（4年） 00:13:05ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 陸前高田市15 2088 石川　龍我 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(6年) 00:13:11ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ 陸前高田市16 2020 山根　一馬 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:13:11ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 陸前高田市17 2064 長谷川　創一 横田野球スポーツ少年団（4年） 00:13:16ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳｲﾁ 陸前高田市18 2066 菅野　聖那 横田野球スポーツ少年団（4年） 00:13:16ｶﾝﾉ ｾﾅ 陸前高田市19 2075 細田　将斗 長部野球スポーツ少年団(6年) 00:13:17ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾄ 陸前高田市20 2052 佐藤　光流 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:13:20ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 陸前高田市21 2024 金野　真幸斗 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:13:20ｺﾝﾉ ﾏｻﾄ 陸前高田市22 2096 佐藤　友紀 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:13:22ｻﾄｳ ﾕｳｷ 陸前高田市23 2054 及川　詠 高田野球スポーツ少年団(4年) 00:13:25ｵｲｶﾜ ｴｲ 陸前高田市24 2072 佐々木　海翔 長部野球スポーツ少年団(6年) 00:13:31ｻｻｷ ｶｲﾄ 陸前高田市25 2050 小林　悠人 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:13:31ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 陸前高田市26 2018 細谷　光世 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:13:36ﾎｿﾔ ｺｳｾｲ 陸前高田市27 2046 及川　律 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:13:40ｵｲｶﾜ ﾘﾂ 陸前高田市28 2107 吉澤　佑 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（6年） 00:13:45ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳ 陸前高田市29 2060 村上　慧真 横田野球スポーツ少年団（5年） 00:13:50ﾑﾗｶﾐ ｹｲｼﾝ 陸前高田市30 2038 橋詰　心海 米崎リトルスポーツ少年団（4年） 00:13:53ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾝｶｲ 陸前高田市31 2048 栗村　幸汰 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:13:54ｸﾘﾑﾗ ｺｳﾀ 陸前高田市32 2001 佐藤　波瑠 竹駒小6年 00:13:55ｻﾄｳ ﾊﾙ 陸前高田市33 2014 佐々木　天馬 高田フットボールクラブ（4年） 00:13:57ｻｻｷ ﾃﾝﾏ 陸前高田市34 2074 大坂　悠人 長部野球スポーツ少年団(6年) 00:13:58ｵｵｻｶ ﾕｳﾄ 陸前高田市35 2116 大和田　朝陽 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（4年） 00:13:58ｵｵﾜﾀﾞ ｱｻﾋ 陸前高田市36 2118 村上　大和 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（4年） 00:14:03ﾑﾗｶﾐ ﾔﾏﾄ 陸前高田市37 2120 吉田　結稀 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（4年） 00:14:05ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 陸前高田市38 2039 脇坂　冬翔 米崎リトルスポーツ少年団（4年） 00:14:05ﾜｷｻｶ ﾄﾜ 陸前高田市39 2026 大和田　蒼汰 米崎リトルスポーツ少年団（5年） 00:14:11ｵｵﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 陸前高田市40 2019 村上　奎佑 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:14:13ﾑﾗｶﾐ ｹｲｽｹ 陸前高田市41 2114 佐藤　祥己 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（4年） 00:14:21ｻﾄｳ ﾖｼｷ 陸前高田市42 2015 安生　秋吾 高田フットボールクラブ（4年） 00:14:22ｱﾝｼﾞｮｳ ｼｭｳｺﾞ 陸前高田市43 2077 三嶋　惺太郎 長部野球スポーツ少年団(5年) 00:14:23ﾐｼﾏ ｾｲﾀﾛｳ 陸前高田市44 2110 臼井　陽貴 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（5年） 00:14:24ｳｽｲ ﾊﾙｷ 陸前高田市45 2117 高橋　迅 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（4年） 00:14:24ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾝ 陸前高田市46 2045 長根　大祐 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:14:24ﾅｶﾞﾈ ﾀﾞｲｽｹ 陸前高田市47 2115 小松　絋介 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（4年） 00:14:25ｺﾏﾂ ｺｳｽｹ 陸前高田市48 2090 高橋　友斗 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:14:27ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 陸前高田市49 2097 山本　一瑳 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(4年) 00:14:29ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｻ 陸前高田市50 2065 太田　迅 横田野球スポーツ少年団（4年） 00:14:30ｵｵﾀ ｼﾞﾝ 陸前高田市 1/2 ページTimed by　アイサム
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市民3.2km男子小学4～6年生市民3.2km男子小学4～6年生市民3.2km男子小学4～6年生市民3.2km男子小学4～6年生

カナ 都市名51 2083 佐々木　慧士 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:14:30ｻｻｷ ｹｲｼ 陸前高田市52 2004 柴田　蒼太 高田フットボールクラブ（4年） 00:14:32ｼﾊﾞﾀ ｿｳﾀ 陸前高田市53 2031 大谷　鞍馬 米崎リトルスポーツ少年団（5年） 00:14:33ｵｵﾀﾆ ｸﾗﾏ 陸前高田市54 2043 千葉　来夢 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:14:33ﾁﾊﾞ ﾗｲﾑ 陸前高田市55 2055 佐藤　日陽 高田野球スポーツ少年団(4年) 00:14:35ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 陸前高田市56 2051 佐々木　飛春 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:14:41ｻｻｷ ﾋﾊﾞﾙ 陸前高田市57 2036 後藤　陽向 米崎リトルスポーツ少年団（4年） 00:14:41ｺﾞﾄｳ ﾋﾅﾀ 陸前高田市58 2085 藤井　大翔 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(4年) 00:14:45ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄ 陸前高田市59 2042 佐々木　咲汰 小友小4年 00:14:50ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 陸前高田市60 2010 戸羽　悠大 高田フットボールクラブ（4年） 00:14:56ﾄﾊﾞ ﾕｳﾀ 陸前高田市61 2033 後藤　琉雅 米崎リトルスポーツ少年団（5年） 00:14:57ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 陸前高田市62 2091 吉田　吏玖 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:15:00ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ 陸前高田市63 2035 大谷　遼馬 米崎リトルスポーツ少年団（4年） 00:15:00ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 陸前高田市64 2073 菅野　天斗 長部野球スポーツ少年団(6年) 00:15:01ｶﾝﾉ ﾀｶﾄ 陸前高田市65 2080 鈴木　夢有人 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(6年) 00:15:08ｽｽﾞｷ ﾑｳﾄ 陸前高田市66 2058 村上　倖彗 横田野球スポーツ少年団（6年） 00:15:13ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ 陸前高田市67 2092 高萩　斗亜 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:15:15ﾀｶﾊｷﾞ ﾄｱ 陸前高田市68 2032 金野　拓翔 米崎リトルスポーツ少年団（5年） 00:15:19ｺﾝﾉ ﾋﾛﾄ 陸前高田市69 2023 村上　友昭 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:15:22ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ 陸前高田市70 2104 佐々木　堅也 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（6年） 00:15:24ｻｻｷ ｹﾝﾔ 陸前高田市71 2112 金野　佑 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（5年） 00:15:30ｺﾝﾉ ﾀｽｸ 陸前高田市72 2056 丹野　駿 高田野球スポーツ少年団(4年) 00:15:31ﾀﾝﾉ ｼｭﾝ 陸前高田市73 2022 菅野　一星 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:15:32ｶﾝﾉ ｲｯｾｲ 陸前高田市74 2025 佐藤　碧 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:15:46ｻﾄｳ ｱｵｲ 陸前高田市75 2037 佐々木　瑛太 米崎リトルスポーツ少年団（4年） 00:15:49ｻｻｷ ｴｲﾀ 陸前高田市76 2106 村上　希璃斗 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（6年） 00:16:02ﾑﾗｶﾐ ｷﾘﾄ 陸前高田市77 2093 及川　雄太 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:16:04ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀ 陸前高田市78 2113 戸羽　蓮 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（4年） 00:16:07ﾄﾊﾞ ﾚﾝ 陸前高田市79 2105 斎藤　祐玖 高田東Jｒ野球スポーツ少年団（6年） 00:16:09ｻｲﾄｳ ﾀｽｸ 陸前高田市80 2049 黒澤　真 高田野球スポーツ少年団(6年) 00:16:25ｸﾛｻﾜ ｼﾝ 陸前高田市81 2007 千葉　聖那 高田フットボールクラブ（4年） 00:16:39ﾁﾊﾞ ｾﾅ 陸前高田市82 2012 熊谷　佳月 高田フットボールクラブ（4年） 00:16:44ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂﾞｷ 陸前高田市83 2078 小泉　悠人 長部野球スポーツ少年団(4年) 00:16:52ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 陸前高田市84 2028 熊谷　樹 米崎リトルスポーツ少年団（5年） 00:16:56ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂｷ 陸前高田市85 2099 赤坂　南輝 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(4年) 00:16:59ｱｶｻｶ ﾅｲｷ 陸前高田市86 2016 武藏　亘紀 気仙小4年 00:17:14ﾑｻｼ ｺｳｷ 陸前高田市87 2068 津田　陽斗 気仙リバースSTスポーツ少年団（5年） 00:17:52ﾂﾀﾞ ｱｷﾄ 陸前高田市88 2069 村上　魁 気仙リバースSTスポーツ少年団（5年） 00:18:03ﾑﾗｶﾐ ｶｲ 陸前高田市89 2059 村上　来斗 横田野球スポーツ少年団（5年） 00:18:21ﾑﾗｶﾐ ﾗｲﾄ 陸前高田市90 2076 熊谷　順成 長部野球スポーツ少年団(6年) 00:18:21ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｾｲ 陸前高田市91 2071 今村　快志 気仙リバースSTスポーツ少年団（4年） 00:18:22ｲﾏﾑﾗ ｶｲｼﾞ 陸前高田市92 2057 戸羽　建太郎 高田野球スポーツ少年団(4年) 00:18:23ﾄﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 陸前高田市93 2100 大坂　和輝 米崎小6年 00:18:39ｵｵｻｶ ｶｽﾞｷ 陸前高田市94 2029 中川　輝信 米崎リトルスポーツ少年団（5年） 00:19:11ﾅｶｶﾞﾜ ﾙｼﾝ 陸前高田市95 2027 熊谷　友斗 米崎リトルスポーツ少年団（5年） 00:19:12ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ 陸前高田市96 2094 大坂　翔馬 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:19:51ｵｵｻｶ ﾄｳﾏ 陸前高田市97 2089 新沼　龍聖 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(6年) 00:19:51ﾆｲﾇﾏ ﾘｭｳｾｲ 陸前高田市98 2095 佐々木　雅空 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:20:23ｻｻｷ ｶﾞｸ 陸前高田市99 2084 佐々木　千颯 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(4年) 00:33:59ｻｻｷ ﾁﾊﾔ 陸前高田市 2/2 ページTimed by　アイサム


