
復活の道しるべ 2016 陸前高田応援マラソン 2016/11/20
順位 氏名 所属 記録ナンバー

5km女子高校生以上5km女子高校生以上5km女子高校生以上5km女子高校生以上

カナ 都市名1 1357 山本　恵里 八幡平市陸協 00:20:51ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 八幡平市2 1335 阿部　美由紀 00:21:54ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ 北上市3 1319 志田　光恵 大船渡ＡＣ 00:23:37ｼﾀﾞ ﾐﾂｴ 大船渡市4 1337 竹花　史華 00:24:51ﾀｹﾊﾅ ﾌﾐｶ 遠野市5 1341 竹花　悠 00:24:55ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙｶ 奥州市6 1323 千田　ひろえ 00:25:49ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ 奥州市7 1317 菊池　久美子 00:26:16ｷｸﾁ ｸﾐｺ 釜石市8 1351 山西　澪 00:26:21ﾔﾏﾆｼ ﾐｵ 兵庫県9 1324 佐々木　美香 00:26:54ｻｻｷ ﾐｶ 宮城県10 1329 田中　美和子 00:27:45ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 東京都11 1408 菊池　真理子 00:27:49ｷｸﾁ ﾏﾘｺ 陸前高田市12 1349 恒本　麻梨乃 00:27:50ﾂﾈﾓﾄ ﾏﾘﾉ 大阪府13 1404 稲橋　資子 00:28:06ｲﾅﾊｼ ﾓﾄｺ 陸前高田市14 1346 栄久庵　有花 00:28:15ｴｸｵ ｱﾘｶ 大阪府15 1302 青木　優莉 00:28:21ｱｵｷ ﾕﾘ 神奈川県16 1325 三浦　真弓 00:28:27ﾐｳﾗ ﾏﾕﾐ 宮城県17 1318 真壁　美喜子 00:28:44ﾏｶﾍﾞ ﾐｷｺ 宮城県18 1407 松本　直美 00:28:46ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾐ 陸前高田市19 1331 小田　潔恵 00:29:11ｵﾀﾞ ｷﾖｴ 宮古市20 1305 渡辺　ゆかり 00:29:15ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ 盛岡市21 1344 高橋　幸恵 00:29:38ﾀｶﾊｼ ﾕｷｴ 花巻市22 1303 勝股　真由美 00:30:03ｶﾂﾏﾀﾏﾕﾐ 一関市23 1333 佐々木　美晴 00:30:45ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 遠野市24 1342 内澤　南 00:30:47ｳﾁｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 盛岡市25 1332 若生　麻衣子 00:30:48ﾜｺｳ ﾏｲｺ 盛岡市26 1352 柳　沙亜那 00:31:12ﾔﾅｷﾞ ｻｱﾅ 大阪府27 1348 土井　愛結 00:31:23ﾄﾞｲ ｱﾕﾐ 兵庫県28 1307 山本　咲 adidas 00:31:48ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 東京都29 1309 李　琴 インリー 00:31:53ﾘ ﾁﾝ 東京都30 1334 白井　美穂 00:32:19ｼﾗｲ ﾐｵ 神奈川県31 1328 村松　直子 00:32:25ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵｺ 矢巾町32 1330 高瀬　志緒 00:32:26ﾀｶｾ ｼｵ 盛岡市33 1313 森　淑子 00:32:26ﾓﾘ ﾖｼｺ 大船渡市34 1301 佐々木　泰子 00:32:27ｻｻｷﾀｲｺ 大船渡市35 1350 塚原　茉初 00:32:51ﾂｶﾊﾗ ﾏｳｲ 京都府36 1306 紺野　雲母 adidas 00:33:15ｺﾝﾉ ｷﾗﾗ 神奈川県37 1312 鈴木　円 adidas 00:33:53ｽｽﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 東京都38 1315 岩田　京子 00:34:07ｲﾜﾀ ｷｮｳｺ 埼玉県39 1321 角田　智子 00:34:15ｶｸﾀ ﾉﾘｺ 遠野市40 1326 牧　幸恵 00:34:40ﾏｷ ﾕｷｴ 盛岡市41 1327 及川　政美 00:35:12ｵｲｶﾜ ﾏｻﾐ 遠野市42 1358 森永　春風 00:35:26ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙｶｾﾞ 兵庫県43 1355 佐々本　彩菜 00:35:27ｻｻﾓﾄ ｱﾔﾅ 大阪府44 1345 門口　絵莉 00:35:27ﾓﾝｸﾞﾁ ｴﾘ 大阪府45 1356 西尾　留佳 00:35:28ﾆｼｵ ﾙｶ 大阪府46 1406 佃　実佳 00:35:30ﾂｸﾀﾞ ﾐｶ 陸前高田市47 1403 酒井　菜穂子 00:35:30ｻｶｲ ﾅﾎｺ 陸前高田市48 1320 東海林　百合子 00:36:53ｼｮｳｼﾞ ﾕﾘｺ 東京都49 1360 齋藤　里穂 夢アワード 00:37:08ｻｲﾄｳ ﾘﾎ 宮城県50 1322 市川　富代子 00:37:18ｲﾁｶﾜ ﾄﾖｺ 埼玉県print:2016/11/20 18:50:31 1/2 ページTimed by　アイサム



復活の道しるべ 2016 陸前高田応援マラソン 2016/11/20
順位 氏名 所属 記録ナンバー

5km女子高校生以上5km女子高校生以上5km女子高校生以上5km女子高校生以上

カナ 都市名51 1353 ユヌス　アリシア 00:37:40ﾕﾇｽ ｱﾘｼｱ 大阪府52 1308 Ｌｅｅ　Ｊｕｎｅ adidas 00:37:53ﾘｰｼﾞｭﾝ 東京都53 1405 加藤　舞 岩手銀行高田支店 00:38:56ｶﾄｳ ﾏｲ 陸前高田市54 1304 中村　未来 みずほ銀行 00:39:23ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 盛岡市55 1339 千葉　麻美 00:39:25ﾁﾊﾞ ｱｻﾐ 一関市56 1316 橋本　秋恵 00:39:49ﾊｼﾓﾄ ｱｷｴ 盛岡市57 1347 山本　しづか 夢アワード 00:40:50ﾔﾏﾓﾄ ｼﾂﾞｶ 北海道58 1354 高野　真由子 00:43:10ﾀｶﾉ ﾏﾕｺ 大阪府59 1359 鶴見　佳子 00:43:10ﾂﾙﾐ ｶｺ 大阪府60 1314 富田　文乃 00:44:16ﾄﾐﾀ ｱﾔﾉ 埼玉県
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