
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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名1 283 杉山　里空 盛岡大学陸上部 00:33:39ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 滝沢市2 3 小野寺　敬 花巻ＡＣ 00:35:01ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 一関市3 321 及川　公章 00:35:26ｵｲｶﾜ ﾄﾓｱｷ 陸前高田市4 225 金野　拓也 トライアゲイン 00:36:09ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ 奥州市5 30 金澤　伸治 00:36:58ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 青森県6 334 千田　太貴 00:37:34ﾁﾀﾞ ﾀｲｷ 陸前高田市7 231 斉藤　和 気仙沼市役所 00:37:42ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 宮城県8 240 新沼　勇 00:37:53ﾆｲﾇﾏ ﾕｳ 東京都9 323 村上　一誠 00:38:13ﾑﾗｶﾐ ｲｯｾｲ 陸前高田市10 221 佐藤　一也 東北精密 00:38:28ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 盛岡市11 216 加藤　篤 七時雨trc 00:38:29ｶﾄｳ ｱﾂｼ 盛岡市12 34 佐藤　竜介 フリーデン 00:38:55ｻﾄｳﾘｭｳｽｹ 一関市13 205 中里　俊彦 00:39:27ﾅｶｻﾄ ﾄｼﾋｺ 宮古市14 10 三浦　誉一 秋田ランナーズ 00:39:31ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県15 260 和田　一希 00:39:54ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 宮城県16 192 工藤　進作 00:39:56ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ 盛岡市17 188 小倉　慶一 ぽっちゃりーず 00:40:05ｵｸﾞﾗ ｹｲｲﾁ 埼玉県18 333 遠藤　恵太 00:40:23ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 陸前高田市19 147 由利　保 00:40:29ﾕﾘ ﾀﾓﾂ 奥州市20 174 矢作　洋 チーム山形 00:40:39ﾔﾊｷﾞ ﾋﾛｼ 山形県21 196 原子　崇史 藤沢体育堂ＲＣ 00:40:44ﾊﾗｺ ﾀｶｼ 盛岡市22 230 高鷹　健佑 00:40:51ｺｳﾀｶ ｹﾝｽｹ 北上市23 185 青木　光宏 ＪＡ岩ふるさと 00:40:51ｱｵｷ ﾐﾂﾋﾛ 奥州市24 137 飯沼　義照 もあい 00:40:54ｲｲﾇﾏ ﾖｼﾃﾙ 愛知県25 244 佐々木　竜一 00:41:02ｻｻｷ ﾘｭｳｲﾁ 住田町26 184 多田　誠一 00:41:05ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ 盛岡市27 145 菅原　憲哉 県南広域振興局 00:41:08ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔ 金ケ崎町28 26 吉原　英樹 00:41:14ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 北上市29 201 菊地　満 00:41:15ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ 奥州市30 253 菅原　卓 00:41:16ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 福島県31 331 鈴木　裕太 00:41:27ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 陸前高田市32 315 村上　勝義 00:41:35ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾖｼ 陸前高田市33 135 阿部　知広 阿部家 00:41:51ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 一関市34 108 鈴木　憲三 食音遊研究所 00:42:10ｽｽﾞｷ ｹﾝｿﾞｳ 北上市35 13 村井　寛之 00:42:16ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 盛岡市36 183 薄田　智也 野球倶楽部夢桜 00:42:31ｽｽｷﾀ ﾄﾓﾔ 秋田県37 126 下山　英男 シャノン花巻 00:42:42ｼﾓﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 花巻市38 324 熊谷　達也 00:42:56ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 陸前高田市39 68 関本　進 江刺マスターズ 00:42:57ｾｷﾓﾄ ｽｽﾑ 奥州市40 189 及川　央 修行走 00:43:23ｵｲｶﾜ ﾋﾛ 紫波町41 267 木幡　佳祐 クミアイ化学 00:43:33ｺﾊﾀ ｹｲｽｹ 宮城県42 5 島田　敦夫 00:43:49ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｵ 北海道43 44 浅井　勇貴 MCCBC 00:43:49ｱｻｲ ﾕｳｷ 滝沢市44 206 牧野　旭 00:43:51ﾏｷﾉ ｱｷﾗ 一関市45 46 Ｓａｌｍｏｎ　Ｇａｂｒｉｅｌ アディダス 00:43:52ｻﾙﾓﾝ･ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 東京都46 256 佐藤　雅 00:44:10ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 宮城県47 120 椙目　進太郎 00:44:19ｽｷﾞﾉﾒ ｼﾝﾀﾛｳ 一関市48 134 横田　久雄 日総工産 00:44:20ﾖｺﾀ ﾋｻｵ 宮城県49 311 細谷　昭平 00:44:21ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ 陸前高田市50 156 佐藤　貴 00:44:23ｻﾄｳ ﾀｶｼ 矢巾町 1/6 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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名51 143 久保　剛 クラブＲ２東北 00:44:30ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 盛岡市52 211 安部　義之 附馬牛AC 00:44:38ｱﾝﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 遠野市53 226 村上　奏 00:44:43ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾙ 奥州市54 121 佐々木　透 00:44:48ｻｻｷ ﾄｵﾙ 奥州市55 153 菅原　政弘 00:44:49ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 一関市56 194 佐藤　寛則 00:44:56ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 花巻市57 95 国分　利美 アルプス電気 00:45:00ｺｸﾌﾞﾝ ﾄｼﾐ 宮城県58 27 青木　克典 00:45:08ｱｵｷ ｶﾂﾉﾘ 奥州市59 284 菊池　星耶 星耶グループ 00:45:12ｷｸﾁ ｾｲﾔ 奥州市60 338 島田　久長 00:45:31ｼﾏﾀﾞ ﾋｻﾅｶﾞ 陸前高田市61 41 橋本　紘希 みずほ証券 00:45:38ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 盛岡市62 193 阿部　宏 修行走 00:45:38ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 盛岡市63 86 盛合　勤 全力でランラン 00:45:38ﾓﾘｱｲ ﾂﾄﾑ 宮古市64 243 千葉　俊博 00:45:43ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋﾛ 宮城県65 74 浅沼　順一 大迫走友会 00:45:44ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 花巻市66 127 和川　靖孝 00:45:46ﾜｶﾞﾜ ﾔｽﾀｶ 奥州市67 175 福士　勝章 日興酸素 00:46:04ﾌｸｼ ﾏｻｱｷ 八幡平市68 310 佐藤　福廣 00:46:08ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 陸前高田市69 329 山田　龍 00:46:10ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 陸前高田市70 220 松井　宏充 釣り人 00:46:11ﾏﾂｲ ﾋﾛﾐﾁ 愛知県71 252 戸田　優 00:46:13ﾄﾀﾞ ﾕｳ 北上市72 49 杉原　亮 兼松ｸﾞﾙｰﾌﾟ 00:46:14ｽｷﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 東京都73 316 吉田　俊一 00:46:14ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 陸前高田市74 110 田中　隆司 みたけクラブ 00:46:29ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 盛岡市75 265 福田　翔 北上GAC 00:46:37ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 盛岡市76 52 松山　竜二 兼松ｸﾞﾙｰﾌﾟ 00:46:42ﾏﾂﾔﾏﾘｭｳｼﾞ 東京都77 19 斎藤　洸一 00:46:44ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 東京都78 246 岡山　達也 小山會駅伝部 00:46:56ｵｶﾔﾏ ﾀﾂﾔ 京都府79 114 藤澤　秀一 00:46:57ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭｳｲﾁ 盛岡市80 203 千葉　寿人 00:46:57ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋﾄ 滝沢市81 9 山崎　恵一郎 チーム味三昧 00:47:08ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 盛岡市82 241 近藤　祥彦 00:47:14ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 盛岡市83 207 阿部　良之助 サルースです 00:47:14ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾉｽｹ 秋田県84 218 勝部　祐也 00:47:16ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾔ 一関市85 66 中園　教一 シオノギ製薬 00:47:17ﾅｶｿﾞﾉ ｷｮｳｲﾁ 花巻市86 187 廣瀬　匡司 00:47:19ﾋﾛｾ ﾏｻｼ 盛岡市87 11 阿部　英明 00:47:25ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 盛岡市88 326 鈴木　治 00:47:37ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 陸前高田市89 45 本田　英明 MCCBC 00:47:38ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 滝沢市90 154 熊澤　裕樹 00:47:42ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 盛岡市91 15 畠山　大和 00:47:43ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 青森県92 136 佐藤　由則 大船渡 00:47:49ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 大船渡市93 38 箭内　創一郎 みずほ証券 00:47:51ﾔﾅｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 盛岡市94 280 飯沼　宥光 もあい 00:47:52ｲｲﾇﾏ ﾕｳｺｳ 愛知県95 209 平　知己 00:47:53ﾀｲﾗ ﾄﾓｷ 北上市96 144 菊地　伸行 塩釜ＦＭＣ 00:47:55ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県97 28 冨山　次郎 ＬＵＡＮＡＲＣ 00:48:08ﾄﾐﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 東京都98 112 田沼　修 清水建設（株） 00:48:14ﾀﾇﾏ ｵｻﾑ 宮城県99 142 高橋　武 ㈱小原建設 00:48:14ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 北上市100 234 高橋　隼人 00:48:15ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 盛岡市 2/6 ページTimed by　アイサム



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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名101 160 雨宮　浩明 佐々宋輪店 00:48:33ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｱｷ 盛岡市102 131 菅野　公良 00:48:35ｶﾝﾉ ｷﾐﾖｼ 宮城県103 35 内村　直也 フリーデン 00:48:41ｳﾁﾑﾗﾅｵﾔ 一関市104 271 伊藤　有朋 ㈱小原建設 00:48:46ｲﾄｳ ｱﾘﾄﾓ 北上市105 117 山田　壮史 岩手県庁走友会 00:48:48ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 盛岡市106 123 大峠　進 00:48:49ｵｵﾄｳｹﾞ ｽｽﾑ 紫波町107 235 兵藤　潤一 00:48:53ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県108 273 白畑　友貴 00:48:56ｼﾗﾊﾀ ﾕｳｷ 宮城県109 84 髙橋　勝徳 上野法律専門学 00:48:57ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 盛岡市110 22 高橋　吉輝 タカハシ看板 00:49:05ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾃﾙ 花巻市111 166 小澤　了 00:49:07ｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 奥州市112 140 多田　健市 ケミコン岩手 00:49:11ﾀﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 北上市113 6 亀井　博文 なし 00:49:12ｶﾒｲ ﾋﾛﾌﾐ 奥州市114 228 小玉　浩輝 00:49:13ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｷ 秋田県115 111 加藤　芳実 東北電ＩＨＭＣ 00:49:24ｶﾄｳ ﾖｼﾐ 宮城県116 47 Ｎｉｅｌｓ　Ｈｏｅｂｅｎ アディダス 00:49:31ﾆｰﾙｽﾞ･ﾎｰﾍﾞﾝ 東京都117 239 上杉　卓 Run遊会 00:49:32ｳｴｽｷﾞ ﾀｸ 北上市118 214 熊谷　周作 00:49:40ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｻｸ 宮城県119 40 坂井　俊哉 みずほ証券 00:49:43ｻｶｲ ﾄｼﾔ 盛岡市120 53 稲橋　幸治 00:49:45ｲﾅﾊｼ ｺｳｼﾞ 陸前高田市121 161 松本　守仁 00:49:48ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ 一関市122 317 田村　敏彦 00:49:54ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 陸前高田市123 122 千田　昭宏 00:49:56ﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 滝沢市124 59 永井　功 00:49:59ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ 大船渡市125 173 鈴木　武彦 00:50:04ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋｺ 沖縄県126 275 城倉　宏成 NPO・SET 00:50:11ｼﾞｮｳｸﾗ ﾋﾛﾅﾘ 千葉県127 102 阿部　靖 大迫走友会 00:50:14ｱﾍﾞ ﾔｽｼ 花巻市128 268 宮後　和音 00:50:17ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾈ 東京都129 172 藤本　徹 北上市小原建設 00:50:27ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ 北上市130 255 駒田　開 00:50:36ｺﾏﾀﾞ ｶｲ 盛岡市131 322 原　裕太 00:50:38ﾊﾗ ﾕｳﾀ 陸前高田市132 119 菊池　紀人 奥州前沢ＡＣ 00:50:40ｷｸﾁ ﾉﾘﾋﾄ 奥州市133 320 久我　高虎 00:50:44ｸｶﾞ ﾀｶﾄﾗ 陸前高田市134 179 小野　昌彦 00:50:49ｵﾉ ﾏｻﾋｺ 奥州市135 42 濱田　魁 みずほ証券 00:50:53ﾊﾏﾀﾞ ｶｲ 盛岡市136 251 澁澤　岳史 00:50:54ｼﾌﾞｻﾜ ﾀｶﾌﾐ 盛岡市137 48 Ｔｈｏｍａｓ　Ｓａｉｌｅｒ アディダス 00:50:54ﾄｰﾏｽ･ｾｲﾗｰ 東京都138 21 八重樫　雅斗 テリー 00:50:56ﾔｴｶﾞｼ ﾏｻﾄ 北上市139 71 佐々木　清一 萱刈窪走友会 00:51:10ｻｻｷ ｾｲｲﾁ 奥州市140 223 和野　豊 00:51:12ﾜﾉ ﾕﾀｶ 宮城県141 50 山門　徹 兼松ｸﾞﾙｰﾌﾟ 00:51:14ﾔﾏｶﾄﾞﾄｵﾙ 東京都142 314 佐藤　隼人 00:51:33ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 陸前高田市143 8 及川　幸博 すろうらいふ6 00:51:43ｵｲｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 奥州市144 279 濱松　史門 00:51:54ﾊﾏﾏﾂ ｼﾓﾝ 盛岡市145 70 佐藤　達雄 00:51:57ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 北上市146 37 鍋嶋　達成 みずほ銀行 00:52:11ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀﾂﾅﾘ 盛岡市147 12 平山　好冨美 横田町友沼 00:52:13ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県148 81 鈴木　圭一 00:52:18ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ 宮古市149 165 伊藤　定博 ＪＳＣ 00:52:20ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 北上市150 163 中屋　謙一 00:52:29ﾅｶﾔ ｹﾝｲﾁ 茨城県 3/6 ページTimed by　アイサム



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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名151 54 奥薗　航祐 00:52:30ｵｸｿﾞﾉ ｺｳｽｹ 陸前高田市152 88 渡邉　正 まいぺーす 00:52:50ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都153 197 小山　淳 00:52:50ｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 宮城県154 98 久保田　正浩 00:52:54ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 北上市155 107 加藤　文明 00:52:57ｶﾄｳ ﾌﾐｱｷ 盛岡市156 328 佐々木　勉 00:52:57ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 陸前高田市157 264 今野　直人 宮城県 00:53:01ｺﾝﾉ ﾅｵﾄ 宮城県158 56 高橋　敏男 00:53:05ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 北上市159 67 福井　光樹 兵庫県 00:53:08ﾌｸｲ ﾃﾙｷ 兵庫県160 150 菊池　賢 00:53:11ｷｸﾁ ｻﾄｼ 釜石市161 36 齋藤　竜哉 みずほ銀行 00:53:11ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 盛岡市162 248 三浦　裕樹 00:53:13ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 盛岡市163 75 津谷　義仁 00:53:15ﾂﾔ ﾖｼﾋﾄ 秋田県164 159 高橋　寿 ＨＲＡ 00:53:24ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ 紫波町165 198 福井　正人 00:53:26ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 盛岡市166 270 三浦　準貴 00:53:29ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝｷ 釜石市167 277 細田　智之 00:53:29ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 釜石市168 332 木村　丈治 00:53:35ｷﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 陸前高田市169 261 及川　義明 00:53:41ｵｲｶﾜ ﾖｼｱｷ 東京都170 269 川合　等 ZETT 00:53:44ｶﾜｲ ﾋﾄｼ 宮城県171 72 松石　篤 TNP東北 00:54:03ﾏﾂｲｼ ｱﾂｼ 山形県172 79 熊上　亮 チーム・テヅ 00:54:05ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ 大船渡市173 254 佐藤　諒 00:54:10ｻﾄｳ ﾘｮｳ 北上市174 25 亀井　凉一 前沢いきスポ 00:54:20ｶﾒｲ ﾘｮｳｲﾁ 奥州市175 51 春川　和夫 兼松ｸﾞﾙｰﾌﾟ 00:54:21ﾊﾙｶﾜ ｶｽﾞｵ 東京都176 278 寺坂　僚太 00:54:37ﾃﾗｻｶ ﾘｮｳﾀ 盛岡市177 155 高橋　昭尚 CLRC 00:54:40ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋｻ 秋田県178 89 菊池　達也 岩手県庁走友会 00:54:45ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ 滝沢市179 57 鈴木　清一 00:54:45ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 奥州市180 76 城戸　直行 樹里ランナーズ 00:54:56ｷﾄﾞ ﾅｵﾕｷ 花巻市181 181 井上　たかひろ テックスエンジ 00:54:57ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 釜石市182 115 小田島　和幸 ツガワ北上工場 00:54:57ｵﾀﾞｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ 北上市183 306 志賀　一弘 00:54:58ｼｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 陸前高田市184 116 八重樫　潤 00:55:17ﾔｴｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ 北上市185 195 細田　勝也 00:55:19ﾎｿﾀﾞ ｶﾂﾔ 盛岡市186 274 近江　輝 00:55:20ｵｳﾐ ﾃﾙ 盛岡市187 62 大森　松司 クロニクル花東 00:55:20ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ 花巻市188 148 三浦　正史 00:55:23ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 矢巾町189 249 鈴木　康太 ZETT 00:55:46ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 宮城県190 82 淡路　定明 00:55:47ｱﾜｼﾞ ｻﾀﾞｱｷ 釜石市191 138 古瀬　正文 僕もサルース 00:55:59ﾌﾙｾ ﾏｻﾌﾐ 秋田県192 80 石井　孝雄 よいどれＲＣ 00:56:18ｲｼｲ ﾀｶｵ 千葉県193 129 岩﨑　貴彦 00:56:22ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋｺ 釜石市194 204 戸羽　誠 00:56:25ﾄﾊﾞ ﾏｺﾄ 宮城県195 132 河内　雅之 東京海上日動 00:56:31ｶﾜｳﾁ ﾏｻﾕｷ 盛岡市196 276 奥野　拓実 00:56:32ｵｸﾉ ﾀｸﾐ 盛岡市197 202 帖佐　尚友 チームやわらぎ 00:56:49ﾁｮｳｻ ﾅｵﾄﾓ 宮城県198 312 齋藤　俊 00:56:52ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 陸前高田市199 213 金澤　史記 北上市役所 00:56:56ｶﾅｻﾞﾜ ﾌﾐﾉﾘ 奥州市200 281 影山　裕也 00:57:13ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾔ 宮城県 4/6 ページTimed by　アイサム



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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名201 169 鈴木　英樹 00:57:17ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 北上市202 23 飯野　広紀 00:57:20ｲｲﾉ ﾋﾛｷ 山田町203 32 阿部　慎太郎 インリー 00:57:24ｱﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都204 319 千葉　精司 00:57:26ﾁﾊﾞ ｾｲｼﾞ 陸前高田市205 99 竹島　英樹 かおチャンＣ 00:57:27ﾀｹｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 静岡県206 327 羽生　貴広 00:57:29ﾊﾆｭｳ ﾀｶﾋﾛ 陸前高田市207 335 千葉　博 00:57:38ﾁﾊﾞ ﾋﾛｼ 宮城県208 100 高橋　基浩 WADO楽走会 00:57:43ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾋﾛ 花巻市209 237 高橋　成河 00:57:53ﾀｶﾊｼ ﾅﾙｶﾞ 北上市210 85 松高　正俊 00:58:04ﾏﾂﾀｶ ﾏｻﾄｼ 住田町211 20 奥　秀樹 00:58:06ｵｸ ﾋﾃﾞｷ 盛岡市212 208 内田　昌則 00:58:18ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都213 258 久保　晨也 00:58:19ｸﾎﾞ ｼﾝﾔ 釜石市214 233 佐賀　浩人 00:58:20ｻｶﾞ ﾋﾛﾄ 花巻市215 105 及川　正勝 奥州市消防団 00:58:34ｵｲｶﾜ ﾏｻｶﾂ 奥州市216 69 石川　光也 00:58:39ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾔ 盛岡市217 158 矢野　伴行 ZETT 00:58:53ﾔﾉ ﾄﾓﾕｷ 宮城県218 139 大友　健一郎 黒潮魂陸連 00:58:56ｵｵﾄﾓ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大船渡市219 330 佐藤　登 00:59:08ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 陸前高田市220 227 鎌田　大樹 00:59:20ｶﾏﾀ ﾋﾛｷ 盛岡市221 224 今井　佐三 00:59:25ｲﾏｲ ｻｿﾞｳ 盛岡市222 77 須藤　篤 00:59:37ｽﾄｳ ｱﾂｼ 宮城県223 113 秋山　興仁 虎の穴 00:59:45ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 宮城県224 257 鈴木　一紘 00:59:47ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大船渡市225 236 石井　雅鋭 00:59:54ｲｼｲ ﾏｻﾄｼ 奥州市226 63 中嶋　長藏 笑福楽走会 00:59:56ﾅｶｼﾏ ﾁｮｳｿﾞｳ 宮城県227 210 高津　直樹 00:59:58ﾀｶﾂ ﾅｵｷ 東京都228 33 船越　直樹 インリー 01:00:21ﾌﾅｺｼ ﾅｵｷ 大阪府229 7 新沼　優也 01:00:22ﾆｲﾇﾏ ﾏｻﾔ 宮城県230 308 臼井　進也 01:00:23ｳｽｲ ｼﾝﾔ 陸前高田市231 92 吉田　圧務 01:00:32ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ 宮古市232 177 瀧川　哲也 01:00:59ﾀｷｶﾜ ﾃﾂﾔ 北上市233 245 木野村　龍 はなそう基金 01:01:01ｷﾉﾑﾗ ﾘｭｳ 宮城県234 178 佐々木　宏至 01:01:08ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 紫波町235 272 千葉　陽介 01:01:19ﾁﾊﾞ ﾖｳｽｹ 奥州市236 73 川井　好男 01:02:01ｶﾜｲ ﾖｼｵ 盛岡市237 262 佐藤　和敬 01:02:05ｻﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ 一関市238 90 佐々木　義成 01:02:11ｻｻｷ ﾖｼﾅﾘ 大船渡市239 93 菅原　正弘 ぽんたガンバレ 01:02:22ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 奥州市240 141 鈴木　健 01:02:32ｽｽﾞｷ ｹﾝ 花巻市241 130 佐藤　実 01:02:41ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 北上市242 301 金野　雄 01:02:48ｷﾝﾉ ﾀｹｼ 陸前高田市243 232 多田　直之 01:02:48ﾀﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 盛岡市244 97 設楽　雄一 チームシロ 01:02:53ｼﾀﾗ ﾕｳｲﾁ 山形県245 146 齊藤　道也 01:03:30ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾔ 宮城県246 164 林　宏也 01:03:43ﾊﾔｼ ｺｳﾔ 宮城県247 222 大村　孝明 01:03:45ｵｵﾑﾗ ﾀｶｱｷ 盛岡市248 180 小田　誠 01:03:50ｵﾀﾞ ﾏｺﾄ 盛岡市249 152 斉藤　直也 ﾁｰﾑSAS 01:04:08ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 埼玉県250 1 峯崎　佳一 01:04:21ﾐﾈｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 千葉県 5/6 ページTimed by　アイサム



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

10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上10km男子高校生以上

カナ 都市名251 307 小野寺　伸幸 01:04:28ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 陸前高田市252 219 安齋　健 01:04:33ｱﾝｻｲ ｹﾝ 宮城県253 162 やなぎや　しんご 01:04:34ﾔﾅｷﾞﾔ ｼﾝｺﾞ 大船渡市254 64 神尾　潔 パトラン山形 01:04:38ｶﾝｵ ｷﾖｼ 山形県255 43 半澤　響 みずほ証券 01:04:46ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 盛岡市256 29 小林　直樹 ＢＳマラソン部 01:05:05ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 神奈川県257 39 武下　久晃 みずほ証券 01:05:37ﾀｹｼﾀ ﾋｻｱｷ 盛岡市258 304 吉田　勝幸 01:06:05ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 陸前高田市259 61 後藤　正 01:06:12ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 奥州市260 309 菅野　正博 01:06:41ｶﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ 陸前高田市261 106 北條　京 01:07:09ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐｻﾄ 紫波町262 18 小西　勝吾 01:07:49ｺﾆｼ ｼｮｳｺﾞ 大船渡市263 182 廣瀬　弘忠 ＦＣドリーム 01:08:18ﾋﾛｾ ﾋﾛﾀﾀﾞ 千葉県264 303 大坂　和信 01:08:20ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 陸前高田市265 200 若生　徹也 石割桜走友会 01:08:27ﾜｺｳ ﾃﾂﾔ 盛岡市266 58 及川　正彦 01:09:31ｵｲｶﾜ ﾏｻﾋｺ 盛岡市267 325 松本　正弘 01:09:43ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 陸前高田市268 263 遠藤　育史 01:09:48ｴﾝﾄﾞｳ ｲｸﾐ 盛岡市269 91 赤平　新也 01:10:23ｱｶﾋﾗ ｼﾝﾔ 宮城県270 4 市川　有宏 01:10:49ｲﾁｶﾜ ｱﾘﾋﾛ 東京都271 109 角掛　博之 ランナーポン吉 01:11:24ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ 盛岡市272 31 飯塚　進哉 インリー 01:11:54ｲｲﾂﾞｶ ｼﾝﾔ 東京都273 212 福田　光 01:12:30ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 神奈川県274 24 千葉　新也 復興支援上野町 01:13:25ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ 北上市275 191 内匠　泰雄 01:13:31ﾀｸﾐ ﾔｽｵ 宮城県276 2 三上　秀一 01:13:52ﾐｶﾐ ｼｭｳｲﾁ 宮城県277 65 千田　健 シャア専用 01:15:46ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 奥州市278 55 千葉　正雄 01:17:39ﾁﾊﾞ ﾏｻｵ 大船渡市279 305 池田　陽一 01:18:06ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 陸前高田市280 87 星野　哲生 Run for 01:20:03ﾎｼﾉ ﾃﾂｵ 神奈川県281 167 入江　崇志 01:20:03ｲﾘｴ ﾀｶｼ 神奈川県282 103 田村　和浩 はなそう基金 01:20:03ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都283 168 高橋　祥 はなそう基金 01:20:04ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 北海道284 229 大石　鉄治 はなそう基金 01:20:04ｵｵｲｼ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県285 128 山本　晴大 01:20:04ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｵ 愛知県286 118 喜多羅　滋夫 はなそう基金 01:20:04ｷﾀﾗ ｼｹﾞｵ 東京都287 60 川上　三郎 01:21:33ｶﾜｶﾐ ｻﾌﾞﾛｳ 東京都
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