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第28回大船渡ポートサイドマラソン大会
2017年7月16日

 10／5km 男子 40～59歳 00:16:24大会記録：

市区町村県名

5209 鈴木　浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:16:37風・虹・紅1 宮城県 大崎市
5234 桝本　和大 ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  0:17:12ＣＩＡ2 岩手県 盛岡市
5226 宮守　基光 ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ  0:17:21大船渡陸上倶楽部3 岩手県 大船渡市
5246 小澤　真 ｵｻﾞﾜ ｼﾝ  0:18:02結城ＲＣ江刺4 岩手県 奥州市
5230 山根　康宏 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ  0:18:04ＲＵＮぼるぎー5 岩手県 一関市
5222 神久保　貴幸 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ  0:18:146 岩手県 滝沢市
5238 佐々木　英男 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｵ  0:18:52取手競輪7 千葉県 我孫子市
5242 村井　正明 ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ  0:19:038 岩手県 矢巾町
5228 大矢　一良 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾖｼ  0:19:35ｒｕｎｊｏｇ9 岩手県 矢巾町
5237 及川　一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ  0:19:43ウィルランズ10 宮城県 登米市
5219 大和田　忠行 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:20:02大船渡温泉11 岩手県 大船渡市
5224 小原　隆弘 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:20:06Ｒｕｎ遊会12 岩手県 花巻市
5204 小野　正昭 ｵﾉ ﾏｻｱｷ  0:20:1013 青森県 深浦町
5232 横谷　哲禎 ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ  0:20:4014 岩手県 盛岡市
5227 工藤　智宏 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ  0:21:07青猫会ＲＣ15 岩手県 盛岡市
5212 柳瀬　直哉 ﾔﾅｾ ﾅｵﾔ  0:21:1416 岩手県 大船渡市
5245 今野　道行 ｺﾝﾉ ﾐﾁﾕｷ  0:21:3917 岩手県 奥州市
5251 佐々木　修 ｻｻｷ ｵｻﾑ  0:21:4218 岩手県 大船渡市
5221 菊池　隆行 ｷｸﾁ ﾀｶﾕｷ  0:21:44大船渡中学校19 岩手県 陸前高田市
5223 鈴木　裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ  0:22:00センジュＲＣ20 岩手県 一関市
5231 杉村　国良 ｽｷﾞﾑﾗ ｸﾆﾖｼ  0:22:12ＩＷＡＳＰＯ－ＡＣ21 岩手県 花巻市
5206 鈴木　弘 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ  0:22:27ラン・ドリームス22 岩手県 大船渡市
5235 大江　賢治 ｵｵｴ ｹﾝｼﾞ  0:22:53スイーツマラソン部23 宮城県 東松島市
5201 及川　満伸 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ  0:23:17ＪＡおおふなと24 岩手県 陸前高田市
5253 及川　正勝 ｵｲｶﾜ ﾏｻｶﾂ  0:23:26（株）パワー・ブレン25 岩手県 奥州市
5213 金野　敬之 ｷﾝﾉ ﾀｶﾕｷ  0:23:3426 岩手県 大船渡市
5217 仲本　治 ﾅｶﾓﾄ ｵｻﾑ  0:23:45東急大船渡ＪＶ27 岩手県 大船渡市
5203 中居　信浩 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:23:58プロジェクト旅がらす28 宮城県 仙台市
5236 光澤　博 ｺｳｻﾜ ﾋﾛｼ  0:24:16ウィルランズ29 宮城県 登米市
5208 青柳　秀明 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:24:20Ｒｕｎぼるぎーに30 岩手県 一関市
5241 丸山　一浩 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  0:25:04多賀城市立山王小学校31 宮城県 仙台市
5233 若生　徹也 ﾜｺｳ ﾃﾂﾔ  0:26:12石割桜走友会32 岩手県 盛岡市
5243 佐藤　光徳 ｻﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ  0:26:1933 岩手県 一関市
5225 畑山　拓也 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ  0:26:31アキバランナー34 岩手県 盛岡市
5205 村上　晃一 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ  0:26:3735 静岡県 浜松市
5240 越後谷　透 ｴﾁｺﾞﾔ ﾄｵﾙ  0:26:4036 岩手県 盛岡市
5202 菊池　智彦 ｷｸﾁ ﾄﾓﾋｺ  0:26:43東急建設(株)37 宮城県 仙台市
5216 森本　幸宏 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ  0:28:37東急大船渡ＪＶ38 岩手県 大船渡市
5220 菊池　晃一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ  0:29:0739 岩手県 花巻市
5214 佐々木　春草 ｻｻｷ ｼｭﾝｿｳ  0:29:29東急大船渡ＪＶ40 岩手県 大船渡市
5207 千葉　博世 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄｼ  0:29:43ラン・ドリームス41 岩手県 大船渡市
5229 中川　直之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ  0:29:50サークルきょうたくＲＣ42 岩手県 宮古市
5249 岩井　健 ｲﾜｲ ｹﾝ  0:30:11東急建設株式会社43 東京都 町田市
5244 太田　研 ｵｵﾀ ｹﾝ  0:31:4844 秋田県 能代市
5218 古関　健 ｺｾｷ ﾀｹｼ  0:31:50東急大船渡ＪＶ45 岩手県 大船渡市
5252 横澤　嘉宗 ﾖｺｻﾜ ﾖｼﾑﾈ  0:32:12沿岸局産業革新チーム46 岩手県 一関市
5250 Roman　Raymond ﾛｰﾏﾝ ﾚｲﾓﾝﾄﾞ  0:35:1947 宮城県 仙台市
5248 丸岡　丸 ﾏﾙｵｶ ﾏﾙ  0:35:53東急建設（株）48 岩手県 盛岡市
5239 中山　智靖 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾔｽ  0:39:49東急建設株式会社49 東京都 足立区
5211 西久保　貴司 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀｶｼ  0:43:5950 岩手県 大船渡市
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