
トレイルラン RESULTS

種目：トレイルラン12km男子の部 1 / 5

Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

1 4001 我妻 嘉仁 ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ 宮城県 1:06:33

2 4160 舟山 大陸 ﾌﾅﾔﾏ ﾘｸ 山形県 1:07:50

3 4166 栗原 諒大 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 山形県 1:10:27

4 4085 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 宮城県 1:21:48

5 4131 伊藤 康広 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 1:22:04

6 4157 小玉 光敏 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾂﾄｼ 宮城県 1:23:01

7 4089 菊地 哲 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 山形県 1:24:17

8 4066 伊藤 雄治 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 宮城県 1:26:28

9 4180 高橋 勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ 宮城県 1:27:55

10 4025 鈴木 博 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 宮城県 1:31:31

11 4142 西崎 太郎 ﾆｼｻﾞｷ ﾀﾛｳ 宮城県 1:32:53

12 4175 遠藤 公人 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞﾝ 宮城県 1:34:14

13 4184 阿部 貴晃 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 山形県 1:35:56

14 4192 松岡 佑樹 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 宮城県 1:37:01

15 4091 加川 学 ｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県 1:37:06

16 4046 杉舩 竜也 ｽｷﾞﾌﾈ ﾀﾂﾔ 宮城県 1:37:24

17 4174 甲斐谷 幸太 ｶｲﾀﾆ ｺｳﾀ 宮城県 1:37:29

18 4080 須藤 和人 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾄ 宮城県 1:38:53

19 4032 竹中 広喜 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ 宮城県 1:39:12

20 4092 菅原 寿洋 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ 宮城県 1:39:32

21 4031 石垣 崇史 ｲｼｶﾞｷ ﾀｶｼ 宮城県 1:39:44

22 4021 成田 真悟 ﾅﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 宮城県 1:40:27

23 4173 村井 寛之 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 1:45:23

24 4190 青柳 光典 ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾂﾉﾘ 宮城県 1:45:27

25 4055 福田 淳史 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ 宮城県 1:45:29

26 4090 波間 英治 ﾅﾐﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ 宮城県 1:45:33

27 4056 野々村 墾平 ﾉﾉﾑﾗ ｺﾝﾍﾟｲ 埼玉県 1:45:36

28 4112 宮本 聡介 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳｽｹ 宮城県 1:45:45

29 4064 大久保 哲也 ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ 宮城県 1:45:58

30 4127 熊谷 一久 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県 1:46:13

31 4170 渡邊 努 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 山形県 1:46:54

32 4129 及川 楓太 ｵｲｶﾜ ﾌｳﾀ 宮城県 1:47:30

33 4150 坪田 親 ﾂﾎﾞﾀ ﾁｶｼ 宮城県 1:47:41

34 4081 伊藤 雅洋 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 1:47:57

35 4002 髙橋 真也 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ 宮城県 1:48:09
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

36 4088 上遠野 駿太 ｶﾄｳﾉ ｼｭﾝﾀ 宮城県 1:48:20

37 4135 千葉 清之 ﾁﾊﾞ ｷﾖﾕｷ 宮城県 1:49:40

38 4062 萩原 拓臣 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸｵﾐ 宮城県 1:50:04

39 4043 佐藤 廉 ｻﾄｳ ﾚﾝ 宮城県 1:50:31

40 4164 中津留 遼 ﾅｶﾂﾙ ﾘｮｳ 宮城県 1:51:22

41 4063 木村 忠宏 ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 宮城県 1:51:28

42 4105 佐藤 慎悟 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 宮城県 1:52:01

43 4044 米山 希 ﾖﾈﾔﾏ ﾉｿﾞﾑ 宮城県 1:52:02

44 4065 今野 英樹 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 宮城県 1:52:46

45 4053 村岡 大輔 ﾑﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 山形県 1:52:46

46 4030 高橋 佑治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 宮城県 1:52:50

47 4126 田中 喜基 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 宮城県 1:52:56

48 4120 高島 秀敏 ﾀｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 福島県 1:53:34

49 4026 山本 一輝 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 東京都 1:53:37

50 4038 浦野 倫宏 ｳﾗﾉ ﾐﾁﾋﾛ 宮城県 1:53:44

51 4016 櫻井 青輝 ｻｸﾗｲ ﾊﾙｷ 宮城県 1:53:49

52 4045 我妻 貴広 ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 1:55:30

53 4139 松下 祐二 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｼﾞ 福島県 1:56:09

54 4072 太田 弥 ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ 宮城県 1:56:31

55 4012 鈴木 高広 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 1:56:33

56 4156 土屋 洋貴 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｷ 山形県 1:56:48

57 4110 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 山形県 1:56:58

58 4181 富澤 和久 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県 1:57:04

59 4079 星 高行 ﾎｼ ﾀｶﾕｷ 宮城県 1:57:28

60 4034 佐藤 清志 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 宮城県 1:58:09

61 4049 猪口 拓郎 ｲﾉｸﾁ ﾀｸﾛｳ 宮城県 1:58:41

62 4070 久松 亨 ﾋｻﾏﾂ ﾄｵﾙ 宮城県 1:58:53

63 4193 遠藤 泰範 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾘ 福島県 1:59:03

64 4068 川名 健介 ｶﾜﾅ ｹﾝｽｹ 宮城県 1:59:18

65 4067 小梁川 翔太 ｺﾔﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 宮城県 1:59:28

66 4078 長谷川 弘和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 宮城県 2:00:12

67 4042 佐藤 渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 宮城県 2:00:16

68 4186 阿部 諒平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 山形県 2:00:20

69 4177 山崎 真 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝ 宮城県 2:00:44

70 4058 石澤 康夫 ｲｼｻﾞﾜ ﾔｽｵ 宮城県 2:00:59
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71 4185 斎藤 健司 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 山形県 2:01:07

72 4108 奥村 健祐 ｵｸﾑﾗ ｹﾝｽｹ 宮城県 2:01:19

73 4020 柚原 幸治 ﾕﾊﾗ ｺｳｼﾞ 宮城県 2:02:29

74 4059 小湊 武 ｺﾐﾅﾄ ﾀｹｼ 宮城県 2:02:55

75 4097 奥田 正洋 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 2:02:58

76 4100 米田 幸司 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ 宮城県 2:03:15

77 4096 岩住 正明 ｲﾜｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 宮城県 2:03:18

78 4116 引地 悠輔 ﾋｷﾁ ﾕｳｽｹ 宮城県 2:03:33

79 4099 舘下 圭 ﾀﾃｼﾀ ｹｲ 宮城県 2:03:36

80 4119 大友 拓弥 ｵｵﾄﾓ ﾀｸﾔ 宮城県 2:03:36

81 4004 沼田 直宏 ﾇﾏﾀ ﾅｵﾋﾛ 宮城県 2:03:51

82 4084 後藤 朋哉 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾔ 宮城県 2:03:57

83 4188 今野 慎 ｺﾝﾉ ｼﾝ 宮城県 2:04:10

84 4171 牛澤 隆章 ｳｼｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 宮城県 2:04:12

85 4122 阿部 恭輔 ｱﾍﾞ ｷｮｳｽｹ 宮城県 2:04:24

86 4098 山澤 陽平 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 宮城県 2:04:29

87 4071 佐藤 香夫 ｻﾄｳ ｺｳﾌ 宮城県 2:05:03

88 4137 横山 明和 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾖｼ 宮城県 2:05:21

89 4151 平賀 明徳 ﾋﾗｶ ｱｷﾉﾘ 岩手県 2:05:53

90 4117 伊藤 淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県 2:06:07

91 4121 若林 宏 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 東京都 2:06:08

92 4039 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 宮城県 2:06:14

93 4040 森 匡治 ﾓﾘ ﾀﾀﾞﾊﾙ 宮城県 2:08:08

94 4083 蜂谷 文也 ﾊﾁﾔ ﾌﾞﾝﾔ 宮城県 2:08:29

95 4076 岩田 学 ｲﾜﾀ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県 2:08:40

96 4023 鈴木 哲哉 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 東京都 2:08:41

97 4009 水沼 睦 ﾐｽﾞﾇﾏ ｱﾂｼ 宮城県 2:08:41

98 4154 佐々木 義明 ｻｻｷ ﾖｼｱｷ 宮城県 2:09:20

99 4176 名畑目 明 ﾅﾊﾞﾀﾒ ｱｷﾗ 宮城県 2:10:01

100 4069 久保田 和宏 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 2:10:58

101 4158 鹿股 利一郎 ｶﾉﾏﾀ ﾘｲﾁﾛｳ 宮城県 2:12:04

102 4005 鈴木 航平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 福島県 2:12:05

103 4015 尾形 修 ｵｶﾞﾀ ｵｻﾑ 宮城県 2:12:30

104 4155 中澤 佳樹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｷ 宮城県 2:12:37

105 4086 佐藤 幸博 ｻﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 宮城県 2:13:23
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

106 4132 平野 健一郎 ﾋﾗﾉ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県 2:13:30

107 4102 佐々木 雅久 ｻｻｷ ﾏｻﾋｻ 宮城県 2:14:00

108 4134 布施 裕之 ﾌｾ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 2:14:44

109 4172 白石 哲男 ｼﾗｲｼ ﾃﾂｵ 宮城県 2:15:34

110 4162 山田 淳 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 2:15:57

111 4128 及川 祐二 ｵｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ 宮城県 2:15:59

112 4133 菅原 良 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 宮城県 2:16:24

113 4182 藤巻 毅 ﾌｼﾞﾏｷ ﾂﾖｼ 宮城県 2:16:46

114 4145 吉川 和輝 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 山形県 2:17:11

115 4124 赤間 剛 ｱｶﾏ ﾀｹｼ 宮城県 2:17:22

116 4073 野嶋 修二 ﾉｼﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 群馬県 2:18:23

117 4077 千葉 一博 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 2:18:33

118 4149 菅原 宏基 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 宮城県 2:18:42

119 4141 今井 弘明 ｲﾏｲ ﾋﾛｱｷ 宮城県 2:19:16

120 4136 今川 弘明 ｲﾏｶﾜ ﾋﾛｱｷ 宮城県 2:20:04

121 4061 大和田 勝裕 ｵｵﾜﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 2:20:37

122 4024 島澤 茂 ｼﾏｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 宮城県 2:20:47

123 4113 村上 真規 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 宮城県 2:21:28

124 4008 細川 英人 ﾎｿｶﾜ ﾋﾃﾞﾄ 岩手県 2:22:10

125 4107 宮崎 孝道 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾐﾁ 宮城県 2:22:20

126 4095 佐藤 和宏 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 2:23:55

127 4041 加藤 琢也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 宮城県 2:24:46

128 4178 岩崎 幸次郎 ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞﾛｳ 山形県 2:25:09

129 4146 森下 隆仁 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾋﾄ 宮城県 2:26:54

130 4143 島脇 利成 ｼﾏﾜｷ ﾄｼﾅﾘ 宮城県 2:28:16

131 4165 渡辺 宏一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 宮城県 2:28:23

132 4022 田中 良昴 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 東京都 2:29:30

133 4036 上笹 光一郎 ｶﾐｻｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 宮城県 2:29:59

134 4183 菅野 大作 ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｻｸ 岩手県 2:31:37

135 4148 澁谷 樹 ｼﾌﾞﾔ ﾀﾂﾙ 宮城県 2:33:15

136 4179 阿部 広志 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 宮城県 2:33:36

137 4018 芳賀 高昭 ﾊｶﾞ ﾀｶｱｷ 岩手県 2:33:39

138 4161 山木 大輔 ﾔﾏｷ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 2:34:45

139 4130 阿部 昌祥 ｱﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 宮城県 2:34:53

140 4106 池田 浩幸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 2:35:34
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

141 4014 高橋 敦 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 宮城県 2:35:51

142 4007 佐藤 正英 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 宮城県 2:36:39

143 4138 及川 和彦 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 2:36:52

144 4029 鈴木 とおる ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 宮城県 2:40:22

145 4075 小野 健太 ｵﾉ ｹﾝﾀ 宮城県 2:44:00

146 4010 遠藤 優来 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 岩手県 2:44:08

147 4048 佐藤 稔 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 宮城県 2:45:34

148 4111 村上 光夫 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｵ 茨城県 2:49:53

149 4006 合野口 敏 ｱｲﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ 宮城県 2:51:02

150 4189 菊地 真也 ｷｸﾁ ｼﾝﾔ 山形県 2:51:39

151 4027 須藤 豊 ｽﾄｳ ﾕﾀｶ 宮城県 2:52:05

152 4060 上森 大幹 ｱｹﾞﾓﾘ ﾋﾛﾓﾄ 宮城県 2:52:33

153 4114 及川 満久 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾋｻ 宮城県 2:54:16

154 4035 井上 博之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 3:06:54

155 4152 木村 竜也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 宮城県 3:23:58

156 4050 木村 勝弘 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 3:28:01

157 4033 塩沼 敬 ｼｵﾇﾏ ｻﾄｼ 宮城県 3:29:53

158 4037 桜井 あき ｻｸﾗｲ ｱｷ 宮城県 3:29:55

159 4047 久里 和寛 ﾋｻｻﾞﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 3:31:13
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