
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

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 1128 村上　歩 00:15:53ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾑ 陸前高田市2 1118 金野　正祐 00:16:52ｺﾝﾉ ﾏｻﾖｼ 陸前高田市3 1052 加藤　和彦 00:17:09ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県4 1069 高橋　弦士 盛岡大学陸上部 00:17:23ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝｼﾞ 雫石町5 1053 石丸　秀行 登米村田製作所 00:17:48ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県6 1039 宮守　基光 大船渡陸倶 00:18:31ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ 大船渡市7 1049 鈴木　研一郎 南三陸消防署 00:18:43ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県8 1059 佐藤　正佳 00:18:55ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 宮古市9 1061 宮川　泰季 岩手医科大学 00:19:05ﾐﾔｶﾜ ﾔｽﾄｼ 盛岡市10 1044 村井　正明 00:19:12ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ 矢巾町11 1114 菅野　正和 00:19:37ｶﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ 陸前高田市12 1030 村上　正 岩手県庁走友会 00:19:43ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ 紫波町13 1123 佐々木　慶喜 00:19:50ｻｻｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 陸前高田市14 1110 星　優希 00:19:51ﾎｼ ﾕｳｷ 陸前高田市15 1057 山口　俊輔 00:19:52ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 宮古市16 1111 佐藤　龍晟 00:19:57ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 陸前高田市17 1046 工藤　智宏 青猫会ＲＣ 00:20:01ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ 盛岡市18 1047 横谷　哲禎 00:20:01ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ 盛岡市19 1065 伊藤　貫慈 00:20:20ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 釜石市20 1043 郷古　勝浩 塩竈市役所 00:20:21ｺﾞｳｺ ｶﾂﾋﾛ 宮城県21 1004 大和田　忠行 00:20:37ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 大船渡市22 1001 山下　浩樹 00:20:37ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 盛岡市23 1106 金野　行徹 00:21:41ｺﾝﾉ ﾕｷﾐﾁ 陸前高田市24 1107 金野　真志 00:21:59ｺﾝﾉ ﾏｻｼ 陸前高田市25 1038 熊谷　和典 岩手県立大学 00:22:15ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ 盛岡市26 1062 浅野　金浩 00:22:22ｱｻﾉ ｶﾈﾋﾛ 秋田県27 1109 村上　茂樹 00:22:48ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞｷ 陸前高田市28 1064 小谷地　峻也 00:22:48ｺﾔﾁ ｼｭﾝﾔ 盛岡市29 1112 及川　満伸 00:23:02ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 陸前高田市30 1108 小林　邦明 00:23:05ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｱｷ 陸前高田市31 1068 茂木　祐介 枚方レオクラブ 00:23:29ﾓｷﾞ ﾕｳｽｹ 大阪府32 1067 吉田　拳聖 枚方レオクラブ 00:23:33ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 大阪府33 1005 掛川　潤一郎 00:23:34ｶｹｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 矢巾町34 1015 今井　貴博 フリーデン 00:23:36ｲﾏｲﾀｶﾋﾛ 一関市35 1103 細谷　智史 00:23:38ﾎｿﾔ ｻﾄｼ 陸前高田市36 1012 大江　賢治 00:23:42ｵｵｴ ｹﾝｼﾞ 宮城県37 1104 石井　嶺雄 00:23:42ｲｼｲ ﾐﾈｵ 陸前高田市38 1126 黄川田　翔 00:23:43ｷｶﾜﾀﾞ ｼｮｳ 陸前高田市39 1056 児玉　克史 00:23:43ｺﾀﾞﾏ ｶﾂｼ 宮城県40 1028 山本　由勝 安代鉄工所（有 00:23:50ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶﾂ 八幡平市41 1008 坂本　秀樹 00:24:10ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 青森県42 1025 小山　邦彦 ごっつお屋 00:24:14ｵﾔﾏ ｸﾆﾋｺ 一関市43 1051 畑山　拓也 コクゴ13 00:24:40ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 盛岡市44 1019 安藤　史彦 みずほ銀行 00:24:45ｱﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋｺ 盛岡市45 1124 新沼　裕太 00:24:52ﾆｲﾇﾏ ﾕｳﾀ 陸前高田市46 1037 黒澤　弘 00:24:56ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ 京都府47 1009 宇佐　春祐 00:24:58ｳｻ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県48 1010 根本　宣廣 00:25:00ﾈﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都49 1006 望月　友也 00:25:13ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県50 1050 小沼　元樹 00:25:14ｺﾇﾏ ﾓﾄｷ 大船渡市 1/2 ページTimed by　アイサム
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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51 1033 小野寺　孝之 00:25:15ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 宮城県52 1115 小松　聡 00:25:25ｺﾏﾂ ｻﾄﾙ 陸前高田市53 1026 小野寺　政市 00:25:29ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｲﾁ 遠野市54 1045 小濱　健 00:25:39ｺﾊﾏ ｹﾝ 大船渡市55 1060 齋藤　幸造 00:26:13ｻｲﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 盛岡市56 1113 細谷　喜一 00:26:18ﾎｿﾔ ｷｲﾁ 陸前高田市57 1138 本田　文武 00:26:29ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾐﾀｹ 陸前高田市58 1125 千葉　凛音 00:26:35ﾁﾊﾞ ﾘｵﾝ 陸前高田市59 1022 中島　立樹 アディダス 00:26:46ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｼﾞｭ 埼玉県60 1016 及川　善仁 フリーデン 00:27:00ｵｲｶﾜﾖｼﾋﾄ 一関市61 1011 福田　亮一 00:27:16ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 盛岡市62 1121 畠山　正彦 00:27:41ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 陸前高田市63 1132 湯浅　淳 00:27:43ﾕｱｻ ｼﾞｭﾝ 陸前高田市64 1021 林　哲史 アディダス 00:27:54ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 東京都65 1034 新田　光志 00:28:03ﾆｯﾀ ﾐﾂｼ 遠野市66 1003 伊藤　弘夢 00:28:18ｲﾄｳ ﾋﾛﾑ 遠野市67 1041 中川　直之 きょうたくＲＣ 00:28:33ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 宮古市68 1014 髙牟禮　義博 インリー 00:28:37ﾀｶﾑﾚ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県69 1066 小野寺　良介 00:29:00ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ 宮城県70 1139 菅野　俊一 00:29:02ｶﾝﾉ ｼｭﾝｲﾁ 陸前高田市71 1035 千田　哲也 デンソー岩手 00:29:12ﾁﾀﾞ ﾃﾂﾔ 奥州市72 1135 屋敷　恒 00:29:14ﾔｼｷ ﾋｻｼ 陸前高田市73 1105 須藤　翼 00:29:36ｽﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 陸前高田市74 1130 及川　裕喜 00:29:51ｵｲｶﾜ ﾋﾛｷ 陸前高田市75 1119 黄川田　大雅 00:30:07ｷｶﾜﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 陸前高田市76 1013 中路　基成 インリー 00:30:13ﾅｶｼﾞ ﾓﾄﾅﾘ 埼玉県77 1122 臺　豊正 00:30:13ｳﾃﾅ ﾄﾖﾏｻ 陸前高田市78 1031 波多野　洋行 明治学院大職員 00:30:16ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県79 1133 阿比留　友樹 00:30:33ｱﾋﾞﾙ ﾄﾓｷ 陸前高田市80 1023 後藤　修二 00:30:37ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 陸前高田市81 1017 大林　浩至 みずほ銀行 00:30:58ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 盛岡市82 1054 中居　誠 00:31:29ﾅｶｲ ﾏｺﾄ 宮古市83 1040 横澤　嘉宗 沿岸局ＳＣ 00:32:47ﾖｺｻﾜ ﾖｼﾑﾈ 釜石市84 1032 戸部　信彦 00:32:55ﾄﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 秋田県85 1020 山下　崇 アディダス 00:33:06ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ 埼玉県86 1024 酒井　伸夫 個人参加 00:33:14ｻｶｲ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県87 1048 田原　摂 00:33:44ﾀﾊﾞﾙ ｵｻﾑ 宮城県88 1136 沼倉　拓郎 00:34:34ﾇﾏｸﾗ ﾀｸﾛｳ 陸前高田市89 1131 小林　大樹 00:35:37ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 陸前高田市90 1007 高野　幸久 00:36:34ｺｳﾉ ﾕｷﾋｻ 福島県91 1137 八重樫　武 00:37:02ﾔｴｶﾞｼ ﾀｹﾙ 陸前高田市92 1063 田中　賢 00:37:03ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 釜石市93 1127 徳本　泰久 00:37:17ﾄｸﾓﾄ ﾔｽﾋｻ 陸前高田市94 1101 菊池　純一 00:38:13ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 陸前高田市95 1018 黛　俊之 みずほ銀行 00:38:40ﾏﾕｽﾞﾐ ﾄｼﾕｷ 盛岡市96 1002 門脇　慎太 00:39:18ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾝﾀ 遠野市97 1116 菅野　早実 00:39:22ｶﾝﾉ ﾊﾔﾐ 陸前高田市98 1042 工藤　憲一 ＹＡ７ 00:45:34ｸﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 宮城県99 1027 伊藤　岳 オリンピア企画 00:45:58ｲﾄｳ ﾀｶｼ 盛岡市 2/2 ページTimed by　アイサム


