
復活の道しるべ 2019 陸前高田応援マラソン 2019/11/17
順位 氏名 所属 記録ナンバー

5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上

カナ 都市名1 5087 工藤　郁也 八幡平陸協 00:18:52ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ 八幡平市2 5203 及川　公章 00:19:53ｵｲｶﾜ ﾄﾓｱｷ 陸前高田市3 5094 小川　壮聖 チームアテルイ 00:20:20ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾏｻ 奥州市4 5077 高橋　光 00:21:44ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 奥州市5 5066 鈴木　研一郎 チーム気仙沼 00:21:56ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県6 5226 金野　晃大 高田高等学校1年生 00:22:18ｷﾝﾉ ｺｳﾀﾞｲ 陸前高田市7 5089 山本　雄太郎 ＪＡ県中央会 00:22:49ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 盛岡市8 5056 鴇田　勝彦 00:22:59ﾄｷﾀ ｶﾂﾋｺ 宮城県9 5060 村井　正明 00:23:09ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ 矢巾町10 5211 佐々木　慶喜 00:23:22ｻｻｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 陸前高田市11 5097 佐藤　樹 00:23:36ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 遠野市12 5214 星　優希 00:23:55ﾎｼ ﾕｳｷ 陸前高田市13 5093 高橋　瑛 00:24:03ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 青森県14 5219 遠藤　恵太 00:24:04ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 陸前高田市15 5218 菅野　正和 00:24:15ｶﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ 陸前高田市16 5040 大和田　忠行 大船渡AC 00:24:34ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 大船渡市17 5083 浦島　大樹 00:24:53ｳﾗｼﾏ ﾀﾞｲｷ 盛岡市18 5062 佐々木　義洋 気仙沼デザイン 00:25:08ｻｻｷ ﾖｼﾋﾛ 宮城県19 5037 梅津　巧 00:25:15ｳﾒﾂ ｺｳ 奥州市20 5013 鎌田　晃成 00:25:23ｶﾏﾀ ｺｳｾｲ 東京都21 5023 野田　和成 大和ハウス工業 00:25:24ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮城県22 5221 金野　行徹 00:25:37ｺﾝﾉ ﾕｷﾐﾁ 陸前高田市23 5208 金野　真志 ㈱マイヤ 00:25:45ｺﾝﾉ ﾏｻｼ 陸前高田市24 5220 遠藤　優輝 00:26:22ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 陸前高田市25 5085 浅野　金浩 00:26:49ｱｻﾉ ｶﾈﾋﾛ 秋田県26 5012 中村　武 00:26:55ﾅｶﾑﾗﾀｹﾙ 東京都27 5228 菊池　隆行 00:27:22ｷｸﾁ ﾀｶﾕｷ 陸前高田市28 5073 新沼　勝利 00:27:28ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ 大船渡市29 5090 阿部　渓太 00:28:00ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 奥州市30 5075 神　大輔 00:28:06ｼﾞﾝ ﾀﾞｲｽｹ 釜石市31 5096 三上　貴久 00:28:24ﾐｶﾐ ﾀｶﾋｻ 大船渡市32 5091 冨澤　優太 00:28:24ﾄﾐｻﾜ ﾕｳﾀ 大船渡市33 5095 柳　龍太朗 00:28:24ﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大船渡市34 5064 菅野　忍 00:28:26ｶﾝﾉ ｼﾉﾌﾞ 奥州市35 5032 小野寺　政市 00:28:32ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｲﾁ 遠野市36 5068 畑山　拓也 MEDAMA 00:28:47ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 盛岡市37 5048 豊嶋　和彦 00:28:49ﾄﾖｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 秋田県38 5030 小山　邦彦 ごっつぉ屋 00:28:51ｵﾔﾏ ｸﾆﾋｺ 一関市39 5072 多田　幸悦 チーム石上 00:28:53ﾀﾀﾞ ｺｳｴﾂ 遠野市40 5035 山本　由勝 安代鉄工所（有 00:29:02ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶﾂ 八幡平市41 5204 及川　満伸 JAおおふなと 00:29:04ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 陸前高田市42 5207 加藤　学 00:29:09ｶﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 陸前高田市43 5081 高橋　慶太 00:29:16ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 奥州市44 5217 羽生　貴広 00:29:35ﾊﾆｭｳ ﾀｶﾋﾛ 陸前高田市45 5213 石井　嶺雄 00:29:53ｲｼｲ ﾐﾈｵ 陸前高田市46 5098 ベスト　海 00:29:54ﾍﾞｽﾄ ｶｲ 東京都47 5043 加藤　芳実 東北電ＩＨＭＣ 00:30:08ｶﾄｳ ﾖｼﾐ 宮城県48 5057 昆野　知幸 チーム石上 00:30:15ｺﾝﾉ ﾄﾓﾕｷ 遠野市49 5230 佐藤　由也 00:30:30ｻﾄｳ ﾖｼﾔ 陸前高田市50 5215 新沼　裕太 00:30:35ﾆｲﾇﾏ ﾕｳﾀ 陸前高田市 1/3 ページTimed by　アイサム
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5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上

カナ 都市名51 5021 小川　真弘 デンケン 00:30:39ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県52 5022 荒木　智 大和ハウス工業 00:30:47ｱﾗｷ ｻﾄｼ 宮城県53 5003 細田　勝也 00:31:09ﾎｿﾀﾞ ｶﾂﾔ 盛岡市54 5212 髙橋　功貴 00:31:25ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 陸前高田市55 5202 村上　茂樹 00:31:33ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞｷ 陸前高田市56 5088 黒沢　清哉 00:31:47ｸﾛｻﾜ ｾｲﾔ 盛岡市57 5092 須藤　翼 00:31:53ｽﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 盛岡市58 5020 塚本　宗一 YGEJ 00:31:54ﾂｶﾓﾄｿｳｲﾁ 東京都59 5005 望月　友也 00:31:59ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県60 5050 佐々木　隆 チーム石上 00:32:16ｻｻｷ ﾀｶｼ 遠野市61 5209 畠山　正彦 00:32:22ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 陸前高田市62 5084 似田貝　敬洋 チーム石上 00:32:31ﾆﾀｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 遠野市63 5046 八重樫　潤 00:32:38ﾔｴｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ 北上市64 5076 菅原　将美 00:32:39ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾐ 盛岡市65 5055 高橋　昭尚 CLRC 00:32:42ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋｻ 秋田県66 5036 鈴木　一史 県南レジェラン 00:33:27ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼ 奥州市67 5015 髙牟禮　義博 YGEJ 00:33:32ﾀｶﾑﾚﾖｼﾋﾛ 神奈川県68 5034 松高　正俊 ＳＪＨクラブ 00:33:36ﾏﾂﾀｶ ﾏｻﾄｼ 住田町69 5053 大宮　勝正 00:33:41ｵｵﾐﾔ ｶﾂﾏｻ 宮城県70 5025 大林　浩至 みずほ銀行 00:33:45ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 盛岡市71 5061 谷地　俊明 00:33:55ﾔﾁ ﾄｼｱｷ 盛岡市72 5029 及川　清 夏油高原RC 00:33:57ｵｲｶﾜ ｷﾖｼ 北上市73 5045 千田　哲也 デンソー岩手 00:34:02ﾁﾀﾞ ﾃﾂﾔ 奥州市74 5224 菅野　俊一 ㈱磯ヤ海産 00:34:11ｶﾝﾉ ｼｭﾝｲﾁ 陸前高田市75 5016 阿部　慎太郎 YGEJ 00:34:29ｱﾍﾞｼﾝﾀﾛｳ 東京都76 5225 佐々木　悟 00:34:47ｻｻｷ ｻﾄﾙ 陸前高田市77 5014 中路　基成 YGEJ 00:35:48ﾅｶｼﾞﾓﾄﾅﾘ 埼玉県78 5078 及川　晋生 釜石SWファン 00:35:50ｵｲｶﾜ ｸﾆｵ 北上市79 5006 高野　幸久 00:35:58ｺｳﾉ ﾕｷﾋｻ 宮城県80 5059 坂本　秀樹 00:36:19ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 青森県81 5042 本間　浩 00:36:30ﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 秋田県82 5044 鈴木　広治 00:36:31ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 秋田県83 5001 正部家　信一 00:36:33ｼｮｳﾌﾞｹ ｼﾝｲﾁ 花巻市84 5067 多田　順也 チーム石上 00:36:46ﾀﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 遠野市85 5080 熊谷　和士 チーム石上 00:36:46ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｼ 遠野市86 5223 松野　栄一 00:37:20ﾏﾂﾉ ｴｲｲﾁ 陸前高田市87 5052 玄田　昌彦 00:37:32ｹﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 釜石市88 5201 佐藤　善治郎 00:37:34ｻﾄｳ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 陸前高田市89 5009 Ｒｙｕｍａ　Ｉｋｅｄａ 00:37:36ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳﾏ 東京都90 5082 高橋　秀幸 チーム石上 00:38:19ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 遠野市91 5027 後藤　正 00:38:21ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 奥州市92 5018 菊池　哲光 YGEJ 00:39:17ｷｸﾁｱｷﾐﾂ 東京都93 5041 五十嵐　清隆 00:39:18ｲｶﾞﾗｼ ｷﾖﾀｶ 埼玉県94 5028 元木　英二 BarujiF 00:39:21ﾓﾄｷ ｴｲｼﾞ 神奈川県95 5031 小原　敏勝 チーム石上 00:39:59ｵﾊﾞﾗ ﾄｼｶﾂ 遠野市96 5063 近谷　和孝 00:40:18ｺﾝﾔ ｶｽﾞﾀｶ 盛岡市97 5074 久杉　英貴 00:40:26ｸｽｷﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 秋田県98 5017 林　泰作 YGEJ 00:40:46ﾊﾔｼﾀｲｻｸ 大阪府99 5033 菊池　茂之 チーム石上 00:41:00ｷｸﾁ ｼｹﾞﾕｷ 遠野市100 5008 Ｔａｋａｓｈｉ　Ｙａｍａｓｈｉｔａ 00:42:16ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ 東京都 2/3 ページTimed by　アイサム
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5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上5.5km男子高校生以上

カナ 都市名101 5010 猪原　圭介 00:42:17ｲﾉﾊﾗ ｹｲｽｹ 東京都102 5047 小山　光義 00:43:17ｵﾔﾏ ﾐﾂﾖｼ 宮城県103 5026 酒井　伸夫 個人 00:43:31ｻｶｲ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県104 5210 菊池　純一 菊池畳店 00:44:57ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 陸前高田市105 5049 岩野　正勝 00:45:49ｲﾜﾉ ﾏｻｶﾂ 宮城県106 5216 狐鼻　弘太郎 00:45:56ｷﾂﾈﾊﾅ ｺｳﾀﾛｳ 陸前高田市107 5058 工藤　憲一 ＹＡ７ 00:50:24ｸﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 宮城県108 5222 蒲生　哲 00:52:35ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 陸前高田市109 5069 菅野　智博 00:53:30ｶﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県
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