
トレイルラン RESULTS

種目：トレイルラン17km男子の部 1 / 7

Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

1 2158 高橋 恒平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 秋田県 1:50:35

2 2243 谷口 惠祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 宮城県 2:00:30

3 2082 細川 慧 ﾎｿｶﾜ ｻﾄｼ 岩手県 2:01:02

4 2115 菊地 春紀 ｷｸﾁ ﾊﾙｷ 山形県 2:03:35

5 2210 石井 顕徳 ｲｼｲ ｱｷﾉﾘ 宮城県 2:04:24

6 2125 上山 誠 ｶﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ 岩手県 2:10:37

7 2100 鈴木 衛 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 宮城県 2:11:36

8 2122 昆野 純 ｺﾝﾉ ｱﾂｼ 岩手県 2:12:27

9 2248 澁川 亮 ｼﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 山形県 2:12:32

10 2179 相田 竜一 ｱｲﾀ ﾘｭｳｲﾁ 宮城県 2:12:35

11 2240 千野 俊樹 ﾁﾉ ﾄｼｷ 東京都 2:12:57

12 2126 上山 友裕 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 2:14:46

13 2205 佐藤 卓哉 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 宮城県 2:19:26

14 2180 渡辺 直哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 福島県 2:19:55

15 2220 三崎 貴瑛 ﾐｻｷ ﾀｶｱｷ 宮城県 2:21:26

16 2201 多田 悠 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 宮城県 2:21:35

17 2013 菊地 吉幸 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ 福島県 2:22:20

18 2212 高橋 マサトシ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 宮城県 2:23:30

19 2022 小原 誠悟 ｵﾊﾞﾗ ｾｲｺﾞ 宮城県 2:23:40

20 2079 島倉 芳郎 ｼﾏｸﾗ ﾖｼﾛｳ 宮城県 2:24:06

21 2015 武井 蓮 ﾀｹｲ ﾚﾝ 宮城県 2:24:11

22 2253 岩渕 大輔 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 2:24:29

23 2237 田宮 潤一 ﾀﾐﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 2:24:33

24 2211 岩田 和也 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 宮城県 2:25:50

25 2077 沓沢 文之 ｸﾂｻﾞﾜ ﾌﾐﾕｷ 宮城県 2:26:42

26 2208 今野 輝彦 ｺﾝﾉ ﾃﾙﾋｺ 宮城県 2:28:00

27 2219 江口 達也 ｴｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 宮城県 2:28:41

28 2093 西山 明宏 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 宮城県 2:29:07

29 2031 遠藤 篤史 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 福島県 2:29:46

30 2181 加藤 翼 ｶﾄｳ ﾀｽｸ 宮城県 2:30:57

31 2046 井上 雄一 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 山形県 2:31:36

32 2044 千葉 健太郎 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山形県 2:31:37

33 2203 大内 一矢 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾔ 宮城県 2:32:20

34 2068 布施 松司 ﾌｾ ｼｮｳｼﾞ 宮城県 2:32:23

35 2191 東野 遼一 ﾋｶﾞｼﾉ ﾘｮｳｲﾁ 宮城県 2:32:52
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

36 2185 田口 幸一 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 福島県 2:33:31

37 2224 三塚 健太 ﾐﾂﾂﾞｶ ｹﾝﾀ 宮城県 2:33:39

38 2178 倉茂 誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 2:33:49

39 2086 金村 雄介 ｶﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ 宮城県 2:34:52

40 2075 小保内 圭博 ｵﾎﾞﾅｲ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 2:34:53

41 2193 阿部 祐三 ｱﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ 岩手県 2:38:32

42 2101 近江 康明 ｵｳﾐ ﾔｽｱｷ 岩手県 2:40:22

43 2238 生内 郁聖 ｵﾎﾞﾅｲ ｶｾｲ 岩手県 2:40:50

44 2143 村井 航平 ﾑﾗｲ ｺｳﾍｲ 宮城県 2:43:02

45 2144 笘谷 吉春 ﾄﾏﾔ ﾖｼﾊﾙ 宮城県 2:43:57

46 2245 中村 元樹 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 秋田県 2:44:06

47 2020 佐藤 英樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 宮城県 2:44:54

48 2216 今野 里史 ｺﾝﾉ ｻﾄｼ 宮城県 2:46:46

49 2250 松本 真範 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 2:46:50

50 2189 澁谷 英幸 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ 福島県 2:47:44

51 2081 結城 訓美 ﾕｳｷ ｸﾆﾖｼ 宮城県 2:47:55

52 2177 村野 勝美 ﾑﾗﾉ ｶﾂﾐ 宮城県 2:48:02

53 2005 佐藤 誠一郎 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 宮城県 2:48:08

54 2029 千葉 裕樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ 宮城県 2:48:20

55 2129 横倉 斉 ﾖｺｸﾗ ﾋﾄｼ 山形県 2:48:22

56 2186 高野 秀樹 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 福島県 2:48:28

57 2056 長田 一成 ｵｻﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮城県 2:49:31

58 2024 齋藤 理 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 宮城県 2:49:56

59 2235 青木 秀太 ｱｵｷ ｼｭｳﾀ 宮城県 2:50:04

60 2096 熊谷 周作 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｻｸ 宮城県 2:50:46

61 2232 佐藤 昌志 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 神奈川県 2:50:50

62 2239 石館 雄司 ｲｼﾀﾞﾃ ﾀｹｼ 宮城県 2:51:21

63 2036 木村 正典 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 2:51:52

64 2222 濱田 怜輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 宮城県 2:51:56

65 2040 山下 勝 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾙ 宮城県 2:52:25

66 2190 川崎 義人 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾄ 岩手県 2:52:35

67 2140 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 宮城県 2:53:12

68 2037 松田 喜幸 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 山形県 2:54:27

69 2047 阿部 政敏 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 宮城県 2:56:02

70 2182 齋藤 靖夫 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 宮城県 2:56:30
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

71 2112 布施 孝介 ﾌｾ ｺｳｽｹ 宮城県 2:56:38

72 2041 伊藤 猛 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 宮城県 2:57:51

73 2169 斎藤 源人 ｻｲﾄｳ ﾓﾄﾋﾄ 宮城県 2:58:37

74 2057 小山田 俊之 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 山形県 2:59:15

75 2123 鈴木 富士男 ｽｽﾞｷ ﾌｼﾞｵ 宮城県 2:59:28

76 2173 竹内 久和 ﾀｹｳﾁ ﾋｻｶｽﾞ 福島県 3:00:09

77 2045 濱中 元紀 ﾊﾏﾅｶ ﾓﾄｷ 宮城県 3:00:12

78 2058 羽角 明俊 ﾊｽﾐ ｱｷﾄｼ 山形県 3:00:28

79 2063 大塚 太郎 ｵｵﾂｶ ﾀﾛｳ 宮城県 3:01:10

80 2002 千葉 誠 ﾁﾊﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 3:01:43

81 2109 峯岸 将一 ﾐﾈｷﾞｼ ｼｮｳｲﾁ 宮城県 3:02:01

82 2023 佐藤 渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 宮城県 3:02:23

83 2247 三國 史 ﾐｸﾆ ﾀｶｼ 宮城県 3:02:34

84 2183 佐々木 文彦 ｻｻｷ ﾌﾐﾋｺ 宮城県 3:02:51

85 2133 矢萩 勝 ﾔﾊｷﾞ ﾏｻﾙ 山形県 3:03:34

86 2249 赤間 昭弘 ｱｶﾏ ｱｷﾋﾛ 宮城県 3:03:44

87 2160 渡邉 和紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ 宮城県 3:04:17

88 2231 高橋 勇紀 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 宮城県 3:04:48

89 2218 竹部 慎一 ﾀｹﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 宮城県 3:05:14

90 2225 渡邉 健太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 宮城県 3:05:14

91 2226 優樹 鈴木 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 宮城県 3:05:14

92 2195 山田 裕貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 宮城県 3:06:34

93 2176 片岡 和也 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾔ 東京都 3:07:17

94 2092 青山 洋一 ｱｵﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 秋田県 3:07:35

95 2131 太田 祐二 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 宮城県 3:07:38

96 2246 千田 圭 ﾁﾀﾞ ｹｲ 宮城県 3:08:01

97 2120 石山 太郎 ｲｼﾔﾏ ﾀﾛｳ 宮城県 3:08:02

98 2142 庄司 善紀 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾉﾘ 山形県 3:08:08

99 2162 黒沢 匠 ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾐ 山形県 3:08:08

100 2242 鈴木 源規 ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝｷ 山形県 3:08:08

101 2196 星 謙輔 ﾎｼ ｹﾝｽｹ 山形県 3:08:40

102 2119 高世 孝 ﾀｶｾ ﾀｶｼ 宮城県 3:08:49

103 2071 佐藤 広也 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ 山形県 3:09:21

104 2130 松坂 貴博 ﾏﾂｻｶ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 3:10:32

105 2233 遠藤 修 ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 宮城県 3:10:51
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Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

106 2251 白戸 大輔 ｼﾛﾄ ﾀﾞｲｽｹ 北海道 3:11:27

107 2021 佐々木 直行 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県 3:12:09

108 2004 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 宮城県 3:12:29

109 2106 狩野 弘平 ｶﾘﾉ ｺｳﾍｲ 宮城県 3:12:35

110 2114 森 敦 ﾓﾘ ｱﾂｼ 宮城県 3:12:43

111 2252 上村 慎一郎 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宮城県 3:12:56

112 2061 伊藤 徹 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ 宮城県 3:13:27

113 2151 工藤 文昭 ｸﾄﾞｳ ﾌﾐｱｷ 山形県 3:13:30

114 2229 加藤 智行 ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 3:13:40

115 2080 谷 充 ﾀﾆ ﾐﾂﾙ 宮城県 3:13:47

116 2091 氏家 達也 ｳｼﾞｲｴ ﾀﾂﾔ 宮城県 3:13:58

117 2157 渡邊 明博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 宮城県 3:14:11

118 2163 高橋 浩之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 山形県 3:15:00

119 2052 阿部 豊史 ｱﾍﾞ ﾄﾖﾌﾐ 山形県 3:16:05

120 2084 荒井 克司 ｱﾗｲ ｶﾂｼ 山形県 3:16:31

121 2066 小倉 未基 ｵｸﾞﾗ ﾐｷ 宮城県 3:17:09

122 2010 千坂 奉正 ﾁｻｶ ﾄﾓﾏｻ 宮城県 3:18:17

123 2206 田口 敏春 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ 宮城県 3:18:27

124 2118 吉井 崇 ﾖｼｲ ﾀｶｼ 宮城県 3:21:14

125 2042 皆川 崇 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 宮城県 3:21:22

126 2097 鈴木 邦明 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ 宮城県 3:21:22

127 2033 金村 政輝 ｶﾈﾑﾗ ｾｲｷ 宮城県 3:21:53

128 2055 本田 康次 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾂｸﾞ 宮城県 3:22:26

129 2017 佐々木 慶博 ｻｻｷ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 3:23:26

130 2048 高橋 繁弘 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾋﾛ 宮城県 3:24:35

131 2166 岡安 潤一 ｵｶﾔｽ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 3:24:40

132 2194 堀籠 雄司 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｼﾞ 宮城県 3:24:51

133 2074 佐藤 祐樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 宮城県 3:25:24

134 2006 近藤 将史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾌﾐ 山形県 3:25:28

135 2236 佐藤 栄一 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ 宮城県 3:27:20

136 2128 塚越 純一 ﾂｶｺﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 3:27:23

137 2073 芳賀 正明 ﾊｶﾞ ﾏｻｱｷ 山形県 3:28:15

138 2038 五十嵐 靖 ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽｼ 宮城県 3:29:59

139 2060 長谷川 正信 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 宮城県 3:30:51

140 2199 山室 好史 ﾔﾏﾑﾛ ﾖｼﾌﾐ 山形県 3:30:58
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

141 2214 倉田 郁弥 ｸﾗﾀ ﾌﾐﾔ 宮城県 3:31:12

142 2026 石堂 淳 ｲｼﾄﾞｳ ｱﾂｼ 宮城県 3:31:50

143 2207 古山 太一 ﾌﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 山形県 3:32:35

144 2019 小野 賀男 ｵﾉ ﾖｼｵ 宮城県 3:32:54

145 2083 遠藤 淳 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県 3:33:09

146 2027 長久保 昌弘 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 3:33:26

147 2121 一澤 勝弘 ｲﾁｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 3:34:43

148 2187 石森 和彦 ｲｼﾓﾘ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 3:34:54

149 2198 佐々木 教雄 ｻｻｷ ﾉﾘｵ 岩手県 3:34:54

150 2087 佐藤 一博 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 3:34:59

151 2067 男乕 春喜 ｵﾉﾄﾗ ﾊﾙｷ 宮城県 3:35:59

152 2085 矢内 啓介 ﾔﾅｲ ｹｲｽｹ 山形県 3:36:23

153 2053 後藤 誠 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 宮城県 3:36:40

154 2035 香月 聡 ｶﾂｷ ｻﾄｼ 東京都 3:36:40

155 2227 菅野又 優人 ｽｶﾞﾉﾏﾀ ﾕｳﾄ 宮城県 3:36:56

156 2241 岸本 順一 ｷｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 3:37:04

157 2007 佐藤 泰征 ｻﾄｳ ﾔｽﾏｻ 宮城県 3:38:02

158 2200 佐藤 謙次 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:38:08

159 2016 児玉 亮 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳ 宮城県 3:38:49

160 2032 須藤 正幸 ｽﾄｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県 3:38:52

161 2146 東海林 亙 ｼｮｳｼﾞ ﾜﾀﾙ 宮城県 3:38:53

162 2147 樋口 雄哉 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 宮城県 3:38:54

163 2069 菱沼 明 ﾋｼﾇﾏ ｱｷﾗ 宮城県 3:39:48

164 2228 後藤 英也 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾔ 福島県 3:40:10

165 2043 前川 修 ﾏｴｶﾜ ｵｻﾑ 宮城県 3:40:50

166 2156 千年 清 ﾁﾄｾ ｷﾖｼ 宮城県 3:40:59

167 2111 佐藤 広輝 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 宮城県 3:41:07

168 2088 長嶺 真経 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 3:41:21

169 2030 馬渕 徹 ﾏﾌﾞﾁ ﾄｵﾙ 宮城県 3:42:06

170 2223 安齋 健治 ｱﾝｻﾞｲ ｹﾝｼﾞ 宮城県 3:42:44

171 2028 高野 秀則 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県 3:42:48

172 2094 牧野 悌也 ﾏｷﾉ ﾖｼﾅﾘ 宮城県 3:43:02

173 2008 瀧澤 逸 ﾀｷｻﾞﾜ ｽｸﾞﾙ 山形県 3:43:08

174 2132 油井 昭和 ﾕｲ ﾃﾙﾖｼ 宮城県 3:43:16

175 2113 後藤 隆一 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 宮城県 3:44:48
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176 2003 高橋 哲也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 福島県 3:46:12

177 2064 曽我 清一 ｿｶﾞ ｾｲｲﾁ 宮城県 3:46:48

178 2009 長澤 巌 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾜｵ 岩手県 3:47:04

179 2124 早坂 博 ﾊﾔｻｶ ﾋﾛｼ 宮城県 3:48:27

180 2155 斉藤 克哉 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 宮城県 3:49:06

181 2102 高橋 理 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 福島県 3:49:08

182 2054 福島 洋 ﾌｸｼﾏ ﾖｳ 宮城県 3:49:33

183 2136 三浦 愛言 ﾐｳﾗ ﾖｼｺﾄ 宮城県 3:49:37

184 2230 小山田 俊博 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 山形県 3:49:38

185 2150 渡部 政勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ 秋田県 3:50:10

186 2104 安藤 亜喜良 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 宮城県 3:53:08

187 2072 滝沢 優 ﾀｷｻﾜ ﾕﾀｶ 宮城県 3:53:23

188 2152 佐藤 恭史 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 宮城県 3:56:45

189 2062 黒沢 良晃 ｸﾛｻﾜ ﾖｼｱｷ 宮城県 3:57:09

190 2089 中村 広斗志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 宮城県 3:58:56

191 2215 大崎 賢治 ｵｵｻｷ ｹﾝｼﾞ 宮城県 3:59:45

192 2171 佐藤 憲二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 宮城県 4:00:49

193 2170 渡邉 伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 宮城県 4:01:29

194 2148 佐藤 稔 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 宮城県 4:03:52

195 2065 三浦 克史 ﾐｳﾗ ｶﾂｼ 宮城県 4:05:21

196 2078 佐藤 隆之 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 宮城県 4:06:30

197 2049 高橋 龍磨 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾏ 宮城県 4:06:34

198 2161 大沼 二郎 ｵｵﾇﾏ ｼﾞﾛｳ 宮城県 4:08:16

199 2116 加藤 広之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 4:09:36

200 2076 榎本 育夫 ｴﾉﾓﾄ ｲｸｵ 宮城県 4:09:53

201 2255 太田 ふみたか ｵｵﾀ ﾌﾐﾀｶ 山形県 4:10:55

202 2105 仲田 勲生 ﾅｶﾀﾞ ｲｻｵ 宮城県 4:11:06

203 2209 楠 孝志 ｸｽﾉｷ ﾀｶｼ 宮城県 4:15:08

204 2139 新妻 良輔 ﾆｲﾂﾏ ﾘｮｳｽｹ 宮城県 4:18:53

205 2110 小山 雅章 ｵﾔﾏ ﾏｻｱｷ 宮城県 4:19:25

206 2107 清水 正祐 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 4:21:29

207 2034 佐藤 秀典 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県 4:23:36

208 2202 山本 昌二 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 宮城県 4:25:22

209 2153 遊佐 宜晋 ﾕｻ ﾖｼﾕｷ 宮城県 4:27:06

210 2184 神野 義希 ｼﾞﾝﾉ ﾖｼｷ 兵庫県 4:28:17
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211 2098 佐藤 健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 宮城県 4:30:27

212 2051 横田 久雄 ﾖｺﾀ ﾋｻｵ 宮城県 4:30:27

213 2213 押切 喜夫 ｵｼｷﾘ ﾖｼｵ 福島県 4:50:33

2019年9月22日


