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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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00:35:21大会記録：

市区町村県名

442 伊藤　淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:36:15ﾄﾞﾘｰﾑｱｼｽﾄｸﾗﾌﾞ1 岩手県大船渡市

469 羽賀　隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ  0:36:42サクセス工業2 山形県大石田町

447 村田　雅宏 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ  0:36:51TEAMｱﾃﾙｲ3 岩手県奥州市

405 太野　豊 ﾌﾄﾉ ﾕﾀｶ  0:38:09岩手戦車4 岩手県滝沢市

448 武田　進一 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  0:40:37みたけ奥中山5 岩手県盛岡市

402 村上　浩樹 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ  0:41:266 岩手県大船渡市

492 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  0:42:00ＩＨＭＣ7 岩手県奥州市

406 森山　正博 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ  0:42:09富士森走友会8 岩手県大槌町

423 千葉　雄樹 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ  0:42:319 岩手県一関市

507 長坂　潤 ﾅｶﾞｻｶ ｼﾞｭﾝ  0:42:49岩手陸協10 岩手県雫石町

415 楠田　和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ  0:43:05胆沢病院11 岩手県奥州市

454 梅津　巧 ｳﾒﾂ ｺｳ  0:43:0712 岩手県奥州市

486 吉田　実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ  0:43:2113 宮城県栗原市

409 寺田　明 ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾗ  0:43:26ARJ六郷水門14 東京都大田区

509 馬場　裕之 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:43:3015 岩手県宮古市

498 松岡　昌人 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾄ  0:43:3616 神奈川県厚木市

473 稲荷森　輝明 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾃﾙｱｷ  0:44:00岩手県庁走友会17 岩手県盛岡市

452 中野　幸男 ﾅｶﾉ ｻﾁｵ  0:44:22宮古ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会18 岩手県宮古市

433 高橋　和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ  0:44:22ｼｵﾉｷﾞ製薬19 岩手県奥州市

501 浅沼　順一 ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:44:51大迫走友会20 岩手県花巻市

513 工藤　智宏 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ  0:45:0121 岩手県盛岡市

431 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  0:45:10あさりちゃん2号22 岩手県一関市

455 吉田　英正 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ  0:45:11多賀城復活走魂人23 宮城県多賀城市

537 高橋　真人 ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾄ  0:45:25花巻鉄人会24 岩手県花巻市

522 徳吉　英一郎 ﾄｸﾖｼ ｴｲｲﾁﾛｳ  0:45:4125 岩手県遠野市

401 平野　勝久 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｻ  0:45:4626 岩手県盛岡市

463 佐藤　秀雄 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ  0:46:00県庁走友会27 岩手県盛岡市

427 伊藤　和博 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:46:02盛岡走友会・ﾏﾙﾊRC28 岩手県盛岡市

503 鈴木　憲三 ｽｽﾞｷ ｹﾝｿﾞｳ  0:46:04食音遊研究所29 岩手県北上市

425 小野寺　茂 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞﾙ  0:46:1230 岩手県一関市

426 佐藤　竜介 ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ  0:46:34宮古土木AC31 岩手県宮古市

494 関野　俊彦 ｾｷﾉ ﾄｼﾋｺ  0:46:4932 岩手県盛岡市

424 花田　博 ﾊﾅﾀ ﾋﾛｼ  0:46:50走風水流33 秋田県秋田市

510 田中　正臣 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞｵﾐ  0:46:5934 東京都練馬区

445 小原　史也 ｵﾊﾞﾗ ﾌﾐﾔ  0:47:02翔和会35 岩手県北上市

508 多田　誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ  0:47:0636 岩手県盛岡市

479 吉田　崇夫 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｵ  0:47:21浦安市高洲37 千葉県浦安市

410 川村　明宏 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ  0:47:27盛岡走友会38 岩手県矢巾町

526 玉手　義久 ﾀﾏﾃ ﾖｼﾋｻ  0:47:5039 岩手県奥州市

530 丹野　賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ  0:47:5540 宮城県仙台市

518 秋田　尚士 ｱｷﾀ ﾋｻｼ  0:48:0641 岩手県盛岡市

467 松本　守仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ  0:48:11一関楽走会42 岩手県一関市

444 佐々木　修 ｻｻｷ ｵｻﾑ  0:48:1343 岩手県大船渡市

500 柿田　亮介 ｶｷﾀ ﾘｮｳｽｹ  0:48:2644 宮城県仙台市

489 高野　征志 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ  0:48:3645 岩手県釜石市

525 佐藤　公彦 ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ  0:48:5146 宮城県塩竈市

497 佐々木　一仁 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾄ  0:49:32東急建設株式会社47 愛知県みよし市

488 平野　信二 ﾋﾗﾉ ｼﾝｼﾞ  0:50:02矢巾町民劇場48 岩手県矢巾町

434 小野寺　秀夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ  0:50:23ﾏｷﾀ水沢 一関達中OB49 岩手県奥州市

420 佐藤　福廣 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ  0:50:2550 岩手県陸前高田市
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422 髙橋　隆敏 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾄｼ  0:50:4151 岩手県金ケ崎町

528 村上　雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ  0:50:4952 岩手県陸前高田市

504 阿部　昌弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:50:5053 宮城県石巻市

435 高橋　辰也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  0:50:59西和賀ﾏｽﾀｰｽﾞ54 岩手県北上市

519 石井　宏治 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ  0:51:33チーム男樹55 秋田県大仙市

536 成ヶ澤　亨 ﾅﾘｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ  0:52:1956 岩手県宮古市

493 松谷　秀則 ﾏﾂﾀﾆ ﾋﾃﾞﾉﾘ  0:52:35仙台稲門会57 宮城県仙台市

438 畠山　知己 ﾊﾀｹﾔﾏ  0:52:5758 岩手県遠野市

408 高橋　徳也 ﾀｶﾊｼ ﾄｸﾔ  0:53:0059 岩手県北上市

458 秋沢　貴雄 ｱｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ  0:53:16夏の大船渡市へ60 埼玉県ふじみ野市

407 熊谷　和典 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ  0:53:34陸前高田市役所61 岩手県陸前高田市

514 奥田　正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:53:40仙台小林製薬62 宮城県美里町

451 山屋　福実 ﾔﾏﾔ ﾌｸﾐ  0:53:5063 岩手県遠野市

416 臼井　進也 ｳｽｲ ｼﾝﾔ  0:54:0364 岩手県陸前高田市

529 宮川　勝 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻﾙ  0:54:2265 宮城県多賀城市

482 菊田　清貴 ｷｸﾀ ｷﾖﾀｶ  0:54:29日野トラ66 東京都日野市

496 佐々木　喜之 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ  0:54:3267 岩手県住田町

417 内藤　智博 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ  0:54:3668 岩手県陸前高田市

471 中居　勝則 ﾅｶｲ ｶﾂﾉﾘ  0:54:4269 岩手県宮古市

436 関　直 ｾｷ ﾅｵｼ  0:54:48高田松原70 岩手県一関市

534 三浦　まもる ﾐｳﾗ ﾏﾓﾙ  0:55:0771 岩手県奥州市

532 多田　幸生 ﾀﾀﾞ ﾕｷｵ  0:55:15東和温泉72 岩手県花巻市

449 髙橋　康寿 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋｻ  0:56:20ｲﾛﾊｸﾗﾌﾞ73 岩手県釜石市

517 高橋　寿 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ  0:56:44ＨＲＡ74 岩手県紫波町

476 狩原　幸典 ｶﾘﾊﾗ ﾕｷﾉﾘ  0:56:53千住スプリンクラー75 岩手県一関市

515 阿部　靖 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ  0:57:03大迫マスターズ76 岩手県花巻市

485 所　祐之 ﾄｺﾛ ﾋﾛﾕｷ  0:57:40藤沢市77 神奈川県大和市

474 小坪　圭光 ｺﾂﾎﾞ ｹｲｺｳ  0:58:0378 宮城県大和町

418 菊池　憲司 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ  0:58:0779 岩手県岩手町

520 一柳　幸弘 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾕｷﾋﾛ  0:58:1980 岩手県大船渡市

538 山村　勉 ﾔﾏﾑﾗ ﾂﾄﾑ  0:58:3681 岩手県盛岡市

462 四釜　弘人 ｼｶﾏ ﾋﾛﾄ  0:58:4582 宮城県仙台市

531 菅野　良寛 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾛ  0:59:0383 岩手県大船渡市

446 髙橋　賢 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ  0:59:08(株)鬼柳84 岩手県北上市

470 菊池　達也 ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ  0:59:30岩手県庁走友会85 岩手県滝沢市

419 金野　道程 ｷﾝﾉ ﾐﾁﾉﾘ  0:59:30ﾗﾝ･ﾄﾞﾘｰﾑｽ86 岩手県大船渡市

421 緑川　一郎 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｲﾁﾛｳ  0:59:33UR大船渡復興走り隊87 岩手県大船渡市

505 寺田　光宏 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ  0:59:35東急建設88 神奈川県川崎市

457 奥　秀樹 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ  0:59:42城西中学校教員89 岩手県盛岡市

490 金　純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  1:00:3790 岩手県盛岡市

430 熊上　亮 ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ  1:01:37ﾁｰﾑ･ﾃﾂﾞ91 岩手県大船渡市

539 菊池　康勝 ｷｸﾁ ﾔｽｶﾂ  1:01:4992 岩手県住田町

475 吉田　勝幸 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾕｷ  1:01:54モビリアクラブ93 岩手県陸前高田市

412 堀江　研二 ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ  1:02:14栗橋郵便局94 埼玉県加須市

477 西崎　俊孝 ﾆｼｻﾞｷ ﾄｼﾀｶ  1:02:5095 宮城県仙台市

541 山田　毅 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ  1:03:1696 岩手県盛岡市

523 菊池　浩光 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ  1:03:25システムベース97 岩手県北上市

456 後藤　成喜 ｺﾞﾄｳ ｾｲｷ  1:03:4298 岩手県滝沢市

414 佐々木　芳範 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  1:03:57日立FIP分光機ICS99 岩手県大船渡市

411 渡邊　良典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ  1:04:20100 岩手県大船渡市
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495 日塔　宜邦 ﾆｯﾄｳ ﾖｼｸﾆ  1:04:32101 山形県寒河江市

450 佐々木　淳一 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:04:42102 岩手県大船渡市

506 小向　勝信 ｺﾑｶｲ ｶﾂﾉﾌﾞ  1:04:43つなぎ温泉病院103 岩手県盛岡市

516 赤田　孝志 ｱｶﾀ ﾀｶｼ  1:04:57104 秋田県秋田市

432 吉原　武志 ﾖｼﾊﾗ ﾀｹｼ  1:05:26105 岩手県盛岡市

428 金野　雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ  1:05:50かもめの玉子&ﾓﾋﾞﾘｱC106 岩手県陸前高田市

453 伊藤　隆文 ｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ  1:07:14107 岩手県盛岡市

478 淡路　定明 ｱﾜｼﾞ ｻﾀﾞｱｷ  1:08:11108 岩手県釜石市

535 竹花　浩二 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｼﾞ  1:09:18109 岩手県金ケ崎町

524 鈴木　一正 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ  1:10:39110 神奈川県横浜市

499 小山　理一郎 ｵﾔﾏ ﾘｲﾁﾛｳ  1:13:07111 山形県山形市
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