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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

 09／5km 男子 18～39歳 00:16:25大会記録：

市区町村県名

5019 小元　健 ｵﾓﾄ ｹﾝ  0:16:22ＭＡＸ1 福島県 南相馬市 新

5015 高橋　祐輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ  0:16:26大船渡陸上倶楽部2 岩手県 釜石市
5008 菊池　俊孝 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ  0:16:32チームだいごろー3 岩手県 遠野市
5032 小野寺　元気 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ  0:16:33気仙沼Ｔ＆Ｆなんちゃら4 岩手県 一関市
5022 林　克博 ﾊﾔｼ ｶﾂﾋﾛ  0:16:35花巻ＡＣ5 岩手県 花巻市
5034 佐々木　慶徳 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  0:16:41一関ＡＣ6 岩手県 一関市
5026 及川　公章 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｱｷ  0:16:46石巻ＲＣ7 福島県 福島市
5043 安倍　優文 ｱﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ  0:16:59気仙沼向洋ＡＣ8 宮城県 気仙沼市
5041 佐々木　周作 ｻｻｷ ｼｭｳｻｸ  0:17:18大船渡陸上倶楽部9 岩手県 大船渡市
5016 佐藤　圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ  0:17:37本宮市役所10 福島県 本宮市
5023 早田　洋平 ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ  0:17:39相馬市役所11 福島県 相馬市
5044 五十嵐　大輔 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｽｹ  0:17:56谷地保険事務所12 山梨県 北杜市
5025 石母田　拓也 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ  0:18:15ＮＲＣ13 岩手県 一関市
5009 中里　俊彦 ﾅｶｻﾄ ﾄｼﾋｺ  0:18:49ジュビロＲＣ14 岩手県 宮古市
5030 藤田　洸 ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾙ  0:19:00（株）川喜15 岩手県 釜石市
5035 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  0:19:14江刺西風16 岩手県 奥州市
5014 木田　和也 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  0:19:3517 岩手県 一関市
5017 新沼　勝利 ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ  0:19:57大船渡ＡＣ18 岩手県 大船渡市
5037 小向　瑞樹 ｺﾑｶｲ ﾐｽﾞｷ  0:20:4319 宮城県 気仙沼市
5040 細谷　昭平 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ  0:21:0520 岩手県 陸前高田市
5033 小西　将介 ｺﾆｼ ｼｮｳｽｹ  0:21:3021 岩手県 一関市
5018 菊池　広美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ  0:22:0622 岩手県 奥州市
5007 クルーズ　ダニエル ｸﾙｰｽﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ  0:23:2223 岩手県 大船渡市
5005 中村　彰太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ  0:23:5424 岩手県 大船渡市
5002 及川　知貴 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｷ  0:24:0325 岩手県 奥州市
5004 杉野　宗太 ｽｷﾞﾉ ｿｳﾀ  0:24:17東急大船渡ＪＶ26 岩手県 大船渡市
5024 鈴木　秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:25:1127 岩手県 大船渡市
5003 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  0:25:2028 岩手県 盛岡市
5027 福原　利明 ﾌｸﾊﾗ ﾄｼｱｷ  0:25:4129 岩手県 大船渡市
5006 齋藤　孝太郎 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ  0:25:56ＳＧ　ＨＯＵＳＥ30 岩手県 大船渡市
5036 及川　亮 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳ  0:26:0331 岩手県 奥州市
5010 星　宏明 ﾎｼ ﾋﾛｱｷ  0:26:10東急建設㈱宮古北作業所32 岩手県 宮古市
5012 赤井畑　浩樹 ｱｶｲﾊﾀ ﾋﾛｷ  0:27:54東急建設㈱宮古北作業所33 岩手県 宮古市
5028 齋藤　智 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ  0:29:06スイーツマラソン部34 宮城県 石巻市
5042 生田　輝久 ｲｸﾀ ﾃﾙﾋｻ  0:29:10沿岸局産業革新チーム35 岩手県 釜石市
5020 岩堀　亮 ｲﾜﾎﾘ ﾘｮｳ  0:30:26東急建設株式会社36 宮城県 仙台市
5021 浅野　遵 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ  0:30:3437 埼玉県 上尾市
5039 佐々木　厚 ｻｻｷ ｱﾂｼ  0:31:2638 岩手県 花巻市
5011 南里　優輝 ﾅﾝﾘ ﾕｳｷ  0:31:29東急建設㈱宮古北作業所39 岩手県 宮古市
5031 春日　貴言 ｶｽｶﾞ ﾀｶﾕｷ  0:35:3240 宮城県 仙台市
5038 児玉　琢哉 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ  0:37:3141 岩手県 釜石市
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