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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 市町村名 記 録

1 2 須賀 暁 ｽｶﾞ ｻﾄﾙ 仙台市 2:26:37
2 10 志村 史雄 ｼﾑﾗ ﾌﾐｵ 仙台市 2:36:41
3 6 小林 俊介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 仙台市 2:57:56
4 40 爲石 太一朗 ﾀﾒｲｼ ﾀｲﾁﾛｳ 仙台市 3:00:05
5 28 北見 匠 ｷﾀﾐ ﾀｸﾐ 仙台市 3:03:41
6 31 帯谷 真 ｵﾋﾞﾔ ﾏｺﾄ 仙台市 3:05:23
7 32 菊地 篤 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 仙台市 3:06:27
8 19 小室 貴寛 ｺﾑﾛ ﾀｶﾋﾛ 名取市 3:07:35
9 30 比企野 創典 ﾋｷﾉ ｿｳｽｹ 仙台市 3:11:12

10 37 菱沼 貴久 ﾋｼﾇﾏ ﾀｶﾋｻ 富谷市 3:12:02
11 33 工藤 淳一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 仙台市 3:13:06
12 16 村山 智仁 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾋﾄ 仙台市 3:13:27
13 7 及川 貢 ｵｲｶﾜ ﾐﾂｸﾞ 仙台市 3:14:10
14 67 柴田 勇助 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 仙台市 3:15:32
15 24 大渕 満男 ｵｵﾌﾞﾁ ﾐﾂｵ 仙台市 3:15:40
16 76 山田 峻大 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 仙台市 3:17:31
17 27 後藤 浩正 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 仙台市 3:17:38
18 139 三塚 健太 ﾐﾂﾂﾞｶ ｹﾝﾀ 多賀城市 3:18:56
19 93 高橋 良太朗 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 仙台市 3:19:34
20 104 島倉 芳郎 ｼﾏｸﾗ ﾖｼﾛｳ 仙台市 3:19:49
21 111 古関 駿介 ｺｾｷ ｼｭﾝｽｹ 仙台市 3:21:03
22 22 川原 直之 ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 仙台市 3:21:45
23 26 小林 伸次 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 仙台市 3:22:30
24 20 安住 健 ｱｽﾞﾐ ｹﾝ 仙台市 3:23:14
25 80 岡本 惇平 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大和町 3:24:06
26 41 舟山 幸秀 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ 仙台市 3:25:46
27 175 小原 誠悟 ｵﾊﾞﾗ ｾｲｺﾞ 仙台市 3:26:10
28 134 水沼 直己 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 仙台市 3:27:44
29 46 今野 陽一 ｺﾝﾉ ﾖｳｲﾁ 仙台市 3:27:47
30 4 佐久間 正和 ｻｸﾏ ﾏｻｶｽﾞ 大和町 3:28:41
31 207 加藤 翼 ｶﾄｳ ﾀｽｸ 仙台市 3:30:12
32 29 今野 駿平 ｲﾏﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 仙台市 3:30:27
33 108 鈴木 秀明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 仙台市 3:31:32
34 217 橋本 真彦 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 仙台市 3:32:37
35 15 今野 渉 ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ 仙台市 3:34:28
36 98 舘下 利彦 ﾀﾃｼﾀ ﾄｼﾋｺ 仙台市 3:35:04
37 39 及川 修 ｵｲｶﾜ ｵｻﾑ 柴田町 3:37:06
38 119 伊藤 猛 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 仙台市 3:37:44
39 65 齋藤 正寛 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 仙台市 3:37:58
40 5 松本 日守 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾓﾙ 七ヶ浜町 3:38:43
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41 18 長岡 凌生 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳｷ 仙台市 3:38:51
42 183 沓沢 文之 ｸﾂｻﾞﾜ ﾌﾐﾕｷ 仙台市 3:41:52
43 96 田中 宏治 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 仙台市 3:41:59
44 23 花山 隆 ﾊﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 仙台市 3:42:22
45 122 髙橋 徳夫 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 岩沼市 3:42:28
46 71 松田 孝晴 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 利府町 3:43:18
47 129 山口 幸男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｵ 富谷市 3:44:38
48 36 嶋崎 渉 ｼﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 仙台市 3:45:02
49 59 菱沼 良介 ﾋｼﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 仙台市 3:46:20
50 35 峯崎 正寛 ﾐﾈｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 大崎市 3:46:34
51 167 三崎 貴瑛 ﾐｻｷ ﾀｶｱｷ 仙台市 3:46:47
52 92 齋藤 雄介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 仙台市 3:47:02
53 17 江口 達也 ｴｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 仙台市 3:47:32
54 138 伊藤 修一 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 仙台市 3:47:35
55 50 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 仙台市 3:48:14
56 208 大西 亘 ｵｵﾆｼ ﾜﾀﾙ 多賀城市 3:48:20
57 52 西條 基 ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾄｲ 登米市 3:51:13
58 11 小林 隆博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 富谷市 3:51:38
59 64 柳下 達也 ﾔﾅｼﾀ ﾀﾂﾔ 富谷市 3:52:33
60 49 小出 和宏 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 仙台市 3:52:55
61 14 山田 仁 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ 大和町 3:53:09
62 144 木之田 進 ｷﾉﾀﾞ ｽｽﾑ 仙台市 3:53:26
63 220 水野 雄貴 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 仙台市 3:54:04
64 54 高橋 勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ 仙台市 3:55:19
65 125 佐々木 浩司 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 仙台市 3:56:54
66 70 青天目 嵩 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾀｶｼ 仙台市 3:57:35
67 43 大滝 満雄 ｵｵﾀｷ ﾐﾂｵ 仙台市 3:57:40
68 86 濱内 明宏 ﾊﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ 仙台市 3:58:06
69 82 佐藤 史崇 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 石巻市 3:58:35
70 191 佐藤 正和 ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 名取市 3:59:13
71 8 荘司 新之介 ｼｮｳｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ 仙台市 4:00:39
72 101 梅屋 健太郎 ｳﾒﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 仙台市 4:00:46
73 3 小畑 英 ｵﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 仙台市 4:00:50
74 116 千葉 龍 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳ 仙台市 4:02:23
75 149 原嶋 公志 ﾊﾗｼﾏ ｺｳｼ 仙台市 4:03:14
76 99 我彦 周平 ﾜﾋﾞｺ ｼｭｳﾍｲ 仙台市 4:03:27
77 114 武田 恭平 ﾀｹﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 仙台市 4:03:27
78 21 堀江 直人 ﾎﾘｴ ﾅｵﾄ 仙台市 4:03:51
79 88 阿部 寛行 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 仙台市 4:04:08
80 126 佐藤 好史 ｻﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 仙台市 4:05:53
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81 90 渡辺 浩一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 仙台市 4:06:09
82 77 佐藤 聖悟 ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ 仙台市 4:06:38
83 172 水越 重樹 ﾐｽﾞｺｼ ｼｹﾞｷ 仙台市 4:07:29
84 205 石橋 政尚 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾅｵ 仙台市 4:07:37
85 34 今井 俊介 ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ 仙台市 4:07:44
86 148 阿部 弘幸 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 大崎市 4:08:38
87 60 千葉 智幸 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 大和町 4:08:48
88 87 豊川 英治 ﾄﾖｶﾜ ｴｲｼﾞ 仙台市 4:09:39
89 62 石澤 健 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 仙台市 4:10:06
90 44 根本 高広 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 仙台市 4:11:00
91 91 乗田 宏悦 ﾉﾘﾀ ｺｳｴﾂ 仙台市 4:12:16
92 79 齋藤 和樹 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 仙台市 4:13:40
93 180 佐藤 昌志 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 仙台市 4:13:42
94 57 梅崎 伸一 ｳﾒｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 仙台市 4:13:55
95 51 内海 克明 ｳﾂﾐ ｶﾂｱｷ 仙台市 4:14:18
96 105 遠藤 公人 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞﾝ 仙台市 4:14:34
97 151 中森 茂治 ﾅｶﾓﾘ ｼｹﾞﾊﾙ 大河原町 4:14:40
98 214 山下 英則 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 七ヶ浜町 4:15:20
99 184 佐藤 英樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 仙台市 4:16:37

100 109 西條 寛仁 ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾄﾋﾄ 名取市 4:17:26
101 182 岩佐 治 ｲﾜｻ ｵｻﾑ 仙台市 4:17:37
102 97 三浦 健宏 ﾐｳﾗ ﾀｹﾋﾛ 仙台市 4:18:05
103 221 廣田 海斗 ﾋﾛﾀ ｶｲﾄ 仙台市 4:19:20
104 102 今 由人 ｺﾝ ﾖｼﾋﾄ 仙台市 4:19:56
105 127 古川 広典 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 仙台市 4:20:14
106 187 入口 剛 ｲﾘｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 富谷市 4:20:21
107 63 木村 俊介 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 仙台市 4:20:25
108 61 村上 幸治 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ 仙台市 4:21:35
109 164 川村 信明 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 角田市 4:21:40
110 73 佐藤 毅 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 仙台市 4:23:25
111 223 藤田 典弘 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 仙台市 4:23:37
112 84 村中 敬 ﾑﾗﾅｶ ﾀｶｼ 角田市 4:23:38
113 124 門間 俊明 ﾓﾝﾏ ﾄｼｱｷ 仙台市 4:24:50
114 115 横山 忍 ﾖｺﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 大和町 4:25:06
115 47 岡田 翔太 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 亘理町 4:26:45
116 89 高橋 宏光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 仙台市 4:27:31
117 193 江口 元明 ｴｸﾞﾁ ﾓﾄｱｷ 仙台市 4:29:15
118 157 村野 勝美 ﾑﾗﾉ ｶﾂﾐ 大崎市 4:29:17
119 123 西澤 進 ﾆｼｻﾞﾜ ｽｽﾑ 富谷市 4:29:47
120 156 鈴木 富士男 ｽｽﾞｷ ﾌｼﾞｵ 仙台市 4:29:52
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121 58 阿部 壮志 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 仙台市 4:30:20
122 132 鈴木 宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 石巻市 4:31:13
123 153 尾形 幸彦 ｵｶﾞﾀ ﾕｷﾋｺ 仙台市 4:31:24
124 145 宇佐見 宣博 ｳｻﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ 仙台市 4:32:22
125 171 長谷川 千史 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾌﾐ 仙台市 4:33:53
126 159 笠原 幸夫 ｶｻﾊﾗ ﾕｷｵ 仙台市 4:35:05
127 131 中川 清裕 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾋﾛ 多賀城市 4:35:32
128 112 高橋 真之 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 仙台市 4:35:52
129 81 藤原 正典 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 仙台市 4:35:55
130 174 矢部 優司 ﾔﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 仙台市 4:36:37
131 160 加藤 義明 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 利府町 4:37:05
132 200 加藤 正一 ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 仙台市 4:37:40
133 181 澤石 辰雄 ｻﾜｲｼ ﾀﾂｵ 仙台市 4:37:40
134 150 星 雄三 ﾎｼ ﾕｳｿﾞｳ 富谷市 4:39:22
135 118 笠原 典久 ｶｻﾊﾗ ﾉﾘﾋｻ 仙台市 4:43:24
136 213 谷 充 ﾀﾆ ﾐﾂﾙ 仙台市 4:43:45
137 185 吉井 崇 ﾖｼｲ ﾀｶｼ 仙台市 4:44:37
138 55 木村 正典 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 大崎市 4:44:53
139 95 高橋 正宏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 仙台市 4:45:42
140 226 菊地 亨 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ 仙台市 4:46:00
141 198 阿部 博志 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 仙台市 4:46:55
142 228 小堀 史也 ｺﾎﾞﾘ ﾌﾐﾔ 仙台市 4:47:01
143 173 白石 直樹 ｼﾛｲｼ ﾅｵｷ 多賀城市 4:47:02
144 203 遠藤 洋 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 大衡村 4:48:35
145 142 永井 大介 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 名取市 4:48:43
146 121 土居 雅典 ﾄﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 仙台市 4:50:19
147 78 相馬 光 ｿｳﾏ ﾋｶﾙ 栗原市 4:50:31
148 45 太田 祐二 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 仙台市 4:51:09
149 94 岩崎 一夫 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｵ 多賀城市 4:51:45
150 100 元木 隆史 ﾓﾄｷ ﾀｶﾌﾐ 美里町 4:53:46
151 83 松嶋 嶺 ﾏﾂｼﾏ ﾚｲ 仙台市 4:53:59
152 143 三上 知良 ﾐｶﾐ ﾄﾓﾖｼ 仙台市 4:54:59
153 130 笹平 雅文 ｻｻﾋﾗ ﾏｻﾌﾐ 仙台市 4:55:20
154 146 庄司 浩平 ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ 仙台市 4:55:37
155 137 植野 大 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 仙台市 4:55:45
156 141 関根 孝幸 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 利府町 4:55:56
157 201 濱田 怜輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 仙台市 4:56:06
158 196 相澤 敏幸 ｱｲｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 名取市 4:56:45
159 154 日景 瑞朗 ﾋｶｹﾞ ﾐｽﾞｵ 仙台市 4:58:01
160 106 鈴木 歩 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ 七ヶ浜町 4:58:04
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161 170 遠藤 修 ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 仙台市 5:01:18
162 192 芳賀 卓 ﾊｶﾞ ﾏｻﾙ 仙台市 5:02:31
163 42 谷口 惠祐 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 仙台市 5:03:20
164 9 高橋 聡 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 仙台市 5:04:30
165 168 中村 拓 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸ 七ヶ浜町 5:04:38
166 218 本木 里志 ﾓﾄｷ ｻﾄｼ 大和町 5:04:39
167 133 沼倉 信幸 ﾇﾏｸﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 登米市 5:04:41
168 206 阿部 利伸 ｱﾍﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 仙台市 5:07:27
169 135 小野 賀男 ｵﾉ ﾖｼｵ 仙台市 5:11:04
170 212 菊地 和雄 ｷｸﾁ ｶｽﾞｵ 仙台市 5:11:06
171 155 永田 直利 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾄｼ 仙台市 5:11:19
172 107 石田 竜 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳ 大和町 5:11:59
173 48 鈴木 拓 ｽｽﾞｷ ﾀｸ 仙台市 5:13:24
174 120 千葉 清之 ﾁﾊﾞ ｷﾖﾕｷ 名取市 5:14:28
175 147 細川 泰範 ﾎｿｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 名取市 5:15:00
176 219 貫洞 直希 ｶﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 仙台市 5:15:46
177 199 山田 裕貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 仙台市 5:16:22
178 152 飯淵 健輔 ｲｲﾌﾞﾁ ｹﾝｽｹ 仙台市 5:17:54
179 117 前川 修 ﾏｴｶﾜ ｵｻﾑ 仙台市 5:22:14
180 12 村上 達郎 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾛｳ 多賀城市 5:23:01
181 169 梶田 玄 ｶｼﾞﾀ ｹﾞﾝ 名取市 5:23:30
182 178 丹野 健一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 名取市 5:24:02
183 179 田代 紀生 ﾀｼﾛ ﾉﾘｵ 名取市 5:25:05
184 225 相馬 敏 ｿｳﾏ ｻﾄｼ 栗原市 5:27:07
185 177 佐藤 知弘 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 仙台市 5:28:02
186 190 藤井 直樹 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 仙台市 5:28:18
187 204 古川 毅仁 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 仙台市 5:29:22
188 189 千年 清 ﾁﾄｾ ｷﾖｼ 仙台市 5:30:43
189 188 星 宏通 ﾎｼ ﾋﾛﾐﾁ 仙台市 5:30:51
190 158 佐藤 隆宣 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ 仙台市 5:31:23
191 140 高橋 信 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 多賀城市 5:32:43
192 163 狩野 弘平 ｶﾘﾉ ｺｳﾍｲ 登米市 5:32:56
193 85 船迫 潤 ﾌﾅﾊｻﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 仙台市 5:33:54
194 202 土平 誠司 ﾂﾁﾋﾗ ｾｲｼﾞ 大和町 5:36:46
195 211 青木 秀太 ｱｵｷ ｼｭｳﾀ 仙台市 5:37:58
196 209 大塲 亮太郎 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 仙台市 5:38:36
197 166 佐々木 忠 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ 仙台市 5:44:23
198 56 佐々木 瑞穂 ｻｻｷ ﾐｽﾞﾎ 仙台市 5:45:27
199 227 橋本 真直 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾅｵ 仙台市 5:49:06
200 186 遠藤 誠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 亘理町 6:02:30

2020年9月27日



トレイルラン RESULTS

種目：トレイルラン25km男子の部
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Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 市町村名 記 録

201 176 結城 希望 ﾕｳｷ ﾉｿﾞﾐ 仙台市 6:02:50
202 74 盛合 寛 ﾓﾘｱｲ ﾕﾀｶ 仙台市 6:03:16
203 128 関根 渉 ｾｷﾈ ﾜﾀﾙ 柴田町 6:15:53
204 66 中山 敏昭 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｱｷ 仙台市 6:19:57
205 224 加藤 広之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 仙台市 6:20:24
206 13 小野 文也 ｵﾉ ﾌﾐﾔ 大崎市 6:31:41
207 222 太田 ふみたか ｵｵﾀ ﾌﾐﾀｶ 仙台市 6:58:27

2020年9月27日


