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第27回 大船渡ポートサイドマラソン大会 (種目別） 2015年7月26日
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00:32:54大会記録：

市区町村県名

280 チェボティビン　エゼキエル ﾁｪﾎﾞﾃｨﾋﾞﾝ ｴｾﾞｷｴﾙ  0:29:42東邦リファイン1 新岩手県一関市

219 佐藤　潤 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:35:12TEAMｱﾃﾙｲ2 岩手県奥州市

256 朝倉　敏典 ｱｻｸﾗ ﾄｼﾉﾘ  0:35:22北上信用金庫3 岩手県金ケ崎町

251 五十嵐　興 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳ  0:36:28岩手銀行4 岩手県盛岡市

213 菊池　雅輝 ｷｸﾁ ﾏｻｷ  0:36:37富士大学5 岩手県遠野市

223 中村　淳一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:36:48大船渡陸上倶楽部6 岩手県盛岡市

232 高橋　祐輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ  0:37:00大船渡ＡＣ7 岩手県釜石市

231 高橋　健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ  0:37:42北上消防署8 岩手県北上市

259 柴田　和成 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ  0:38:13北杜地質センター9 岩手県盛岡市

289 吉村　賢一 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ  0:38:1610 宮城県仙台市

273 熊谷　航 ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ  0:38:17遠野ＡＣ11 岩手県遠野市

266 渡邊　宏悦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｴﾂ  0:38:1712 秋田県秋田市

238 平山　貴士 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  0:38:31ホルツ13 岩手県盛岡市

202 金野　拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ  0:38:35大船渡AC14 岩手県大船渡市

235 野村　貴裕 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:38:57盛岡消防本部15 岩手県盛岡市

234 川又　講平 ｶﾜﾏﾀ ｺｳﾍｲ  0:39:28岩手銀行16 岩手県釜石市

288 金野　良樹 ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ  0:39:5517 岩手県陸前高田市

268 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ  0:40:1918 岩手県盛岡市

264 三瓶　聖和 ｻﾝﾍﾟｲ ｷﾖｶｽﾞ  0:40:28江刺西風19 岩手県奥州市

215 馬渕　大夢 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛﾑ  0:41:4120 岩手県大船渡市

269 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:41:4321 岩手県奥州市

242 阿部　宏之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:42:04石川電装（株）22 宮城県気仙沼市

205 笹山　明 ｻｻﾔﾏ ｱｷﾗ  0:42:39笹間ｸﾗﾌﾞ23 岩手県花巻市

274 藤野　光明 ﾌｼﾞﾉ ﾐﾂｱｷ  0:42:5124 岩手県一関市

233 三浦　裕紀 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ  0:43:0525 岩手県宮古市

226 太田　篤 ｵｵﾀ ｱﾂｼ  0:43:06遠野AC26 岩手県遠野市

267 松本　功也 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾔ  0:43:16大船渡病院ナースマン27 岩手県大船渡市

229 馬場　貴之 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾕｷ  0:43:33遠野ＡＣ28 岩手県遠野市

271 渡邉　雄介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ  0:44:2329 岩手県大槌町

243 木村　怜 ｷﾑﾗ ﾚｲ  0:44:24チーム小田島30 岩手県盛岡市

258 菅野　博章 ｶﾝﾉ ﾋﾛｱｷ  0:44:2731 宮城県仙台市

206 鹿糠　雄二 ｶﾇｶ ﾕｳｼﾞ  0:44:35ｵｰﾐ塗装工業(株)32 岩手県盛岡市

208 佐藤　雅博 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  0:44:35江刺RC33 岩手県奥州市

285 佐島　慧 ｻｼﾞﾏ ｻﾄｼ  0:45:32大船渡農林振興ｾﾝﾀｰ34 岩手県大船渡市

291 桝澤　俊行 ﾏｽｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ  0:45:51Ｋ．Ｐ．Ｒ．Ｃ35 岩手県釜石市

222 小笠原　俊裕 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ  0:45:57小友町走友会36 岩手県遠野市

270 菊池　利伯 ｷｸﾁ ﾄｼﾉﾘ  0:46:5837 岩手県遠野市

265 佐々木　基 ｻｻｷ ﾓﾄｼ  0:47:35シンエイシステム38 岩手県大船渡市

254 矢野　三昭 ﾔﾉ ﾐﾂｱｷ  0:47:4839 福島県南相馬市

237 関野　猛志 ｾｷﾉ ﾀｹｼ  0:47:59のほほん40 大阪府大阪市

284 佐藤　裕大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ  0:48:3541 岩手県紫波町

204 山崎　雅己 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾐ  0:48:3642 岩手県大船渡市

282 木田　和也 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  0:49:1843 岩手県一関市

216 鈴木　真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ  0:50:2744 静岡県浜松市

248 辻野　琢也 ﾂｼﾞﾉ ﾀｸﾔ  0:51:08ランばる45 岩手県一関市

239 内田　瑛輔 ｳﾁﾀﾞ ｴｲｽｹ  0:51:13ＵＲ大船渡復興走り隊46 岩手県盛岡市

281 畠山　力 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｶﾗ  0:51:2647 宮城県気仙沼市

225 高橋　康則 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ  0:51:59大船渡市48 岩手県大船渡市

224 内田　亜輝 ｳﾁﾀﾞ ｱｷ  0:52:41東急建設(株)49 宮城県仙台市

253 畑山　拓也 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ  0:53:29アキバランナー50 岩手県盛岡市
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市区町村県名

244 小田島　淳 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ  0:53:43ミズボエンジニアリング51 岩手県奥州市

272 藤原　偲 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾄﾑ  0:54:0552 岩手県雫石町

290 今野　友裕 ｺﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ  0:54:0853 山形県山形市

245 亀井　秀樹 ｶﾒｲ ﾋﾃﾞｷ  0:55:04ミズボエンジニアリング54 岩手県奥州市

246 佐々木　凖也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ  0:55:20ミズボエンジニアリング55 岩手県奥州市

207 及川　知貴 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｷ  0:55:4056 岩手県奥州市

276 鈴木　強史 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ  0:55:5157 岩手県釜石市

210 佐藤　毅直 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ  0:56:0858 岩手県宮古市

220 佐藤　諒 ｻﾄｳ ﾘｮｳ  0:57:3359 岩手県北上市

283 武田　俊介 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ  0:57:46武田ダイエットクラブ60 岩手県大船渡市

240 戸羽　芳海 ﾄﾊﾞ ﾖｼﾐ  0:58:0361 宮城県大崎市

255 前川　靖展 ﾏｴｶﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ  0:58:16ＫＰＲＣ62 岩手県釜石市

277 石井　雅鋭 ｲｼｲ ﾏｻﾄｼ  0:58:4863 岩手県奥州市

257 宮本　秀平 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ  0:59:0364 宮城県大河原町

247 長谷川　伸 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝ  0:59:27気仙薬剤師会ﾗﾝﾆﾝｸﾞ部65 岩手県大船渡市

262 横澤　晋也 ﾖｺｻﾜ ｼﾝﾔ  0:59:48（有）多田工務店66 岩手県紫波町

241 浅野　正隆 ｱｻﾉ ﾏｻﾀｶ  1:00:05個人参加67 宮城県登米市

227 小原　ショウ ｵﾊﾞﾗ ｼｮｳ  1:01:03吉本ﾅｼｮﾅﾙDreams68 岩手県大船渡市

228 大脇　祐介 ｵｵﾜｷ ﾕｳｽｹ  1:01:04吉本ﾅｼｮﾅﾙDreams69 岩手県大船渡市

278 小笠原　嵩 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶｼ  1:03:01松寿会70 岩手県遠野市

218 星　宏明 ﾎｼ ﾋﾛｱｷ  1:03:35東急大船渡JV71 岩手県大船渡市

260 伊藤　悟 ｲﾄｳ ｻﾄｼ  1:04:1472 宮城県富谷町

212 佐藤　寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ  1:04:3873 岩手県北上市

250 小濱　哲也 ｵﾊﾞﾏ ﾃﾂﾔ  1:05:3674 岩手県宮古市

252 釜萢　寛也 ｶﾏﾔﾁ ﾋﾛﾔ  1:06:22チームック75 岩手県釜石市

214 久田　友和 ﾋｻﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ  1:06:32大和ﾘｰｽ株式会社76 岩手県盛岡市
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