
復活の道しるべ 2017 陸前高田応援マラソン 2017/11/19
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 1367 山本　恵里 八幡平市陸協 00:19:28ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 盛岡市2 1327 菅原　めぐみ 胆沢南走会 00:19:56ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ 奥州市3 1335 大瀧　あすか 00:20:04ｵｵﾀｷ ｱｽｶ 花巻市4 1336 阿部　美由紀 00:21:28ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ 北上市5 1340 新田　彩乃 00:22:05ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ 花巻市6 1410 菅野　星華 大船渡東高等学校 00:22:58ｶﾝﾉ ｾｲｶ 陸前高田市7 1318 志田　光恵 大船渡AC 00:23:38ｼﾀﾞ ﾐﾂｴ 大船渡市8 1334 鈴木　優子 気仙沼陸協 00:24:17ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 宮城県9 1337 竹花　史華 00:24:43ﾀｹﾊﾅ ﾌﾐｶ 遠野市10 1341 竹花　悠 00:24:44ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙｶ 奥州市11 1323 佐々木　芳子 リクブ遠野 00:25:14ｻｻｷ ﾖｼｺ 遠野市12 1316 伊藤　礼子 花巻走友会 00:25:35ｲﾄｳ ﾚｲｺ 花巻市13 1346 藤平　知華 00:26:11ﾌｼﾞﾋﾗ ﾊﾙｶ 北上市14 1370 菅野　晶 枚方レオクラブ 00:26:14ｽｶﾞﾉ ｱｷﾗ 滋賀県15 1321 滝川　歌津江 00:26:32ﾀｷｶﾜ ｶﾂｴ 盛岡市16 1343 吉田　知恵子 00:26:50ﾖｼﾀﾞ ﾁｴｺ 住田町17 1317 真壁　美喜子 00:26:51ﾏｶﾍﾞ ﾐｷｺ 宮城県18 1402 菊池　真理子 00:27:29ｷｸﾁ ﾏﾘｺ 陸前高田市19 1372 菅原　未来 00:27:30ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｸ 一関市20 1362 田口　由夏 枚方レオクラブ 00:28:10ﾀｸﾞﾁ ﾕｶ 大阪府21 1330 齋藤　由華 00:28:18ｻｲﾄｳ ﾕｶ 花巻市22 1368 森永　春風 枚方レオクラブ 00:28:28ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙｶｾﾞ 兵庫県23 1332 伊藤　裕子 00:28:39ｲﾄｳ ﾕｳｺ 宮古市24 1303 三浦　真弓 00:28:39ﾐｳﾗ ﾏﾕﾐ 宮城県25 1352 橋村　愛希葉 枚方レオクラブ 00:28:41ﾊｼﾑﾗ ｱｷﾊ 大阪府26 1333 佐々木　美晴 00:29:09ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 遠野市27 1401 小泉　宏美 00:29:17ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐ 陸前高田市28 1342 児玉　真菜 産業革新チーム 00:30:05ｺﾀﾞﾏ ﾏﾅ 釜石市29 1310 豊田　利紗 adidas 00:30:07ﾄﾖﾀﾞ ﾘｻ 東京都30 1331 田原　志津子 00:30:08ﾀﾊﾞﾙ ｼﾂﾞｺ 宮城県31 1351 岸　はるか 枚方レオクラブ 00:30:14ｷｼ ﾊﾙｶ 大阪府32 1307 高橋　明日香 adidas 00:30:16ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 東京都33 1365 西尾　留佳 枚方レオクラブ 00:30:32ﾆｼｵ ﾙｶ 大阪府34 1304 齊藤　快子 みずほ銀行 00:30:34ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ 盛岡市35 1407 杉浦　みなみ 岩手銀行 00:30:45ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾅﾐ 陸前高田市36 1348 高橋　幸恵 00:31:14ﾀｶﾊｼ ﾕｷｴ 花巻市37 1361 佐々本　彩菜 枚方レオクラブ 00:31:19ｻｻﾓﾄ ｱﾔﾅ 大阪府38 1306 佐々木　歩美 みずほ銀行 00:31:29ｻｻｷ ｱﾕﾐ 盛岡市39 1405 藤野　奈保子 岩手銀行 00:31:45ﾌｼﾞﾉ ﾅﾎｺ 大船渡市40 1349 島田　美春 枚方レオクラブ 00:31:52ｼﾏﾀﾞ ﾐﾊﾙ 大阪府41 1328 佐藤　洋子 00:32:06ｻﾄｳ ﾖｳｺ 北上市42 1406 時枝　香夏 岩手銀行 00:32:10ﾄｷｴﾀﾞ ｶﾅ 陸前高田市43 1350 岡田　梓美 枚方レオクラブ 00:32:17ｵｶﾀﾞ ｱｽﾞﾐ 大阪府44 1311 朝比奈　真実 adidas 00:32:41ｱｻﾋﾅ ﾏﾐ 東京都45 1320 福井　康江 00:33:07ﾌｸｲ ﾔｽｴ 宮城県46 1329 小西　佳恵 00:33:27ｺﾆｼ ｶｴ 大船渡市47 1313 鴨田　洋子 adidas 00:33:40ｶﾓﾀﾞ ﾖｳｺ 東京都48 1315 伊藤　ミサ子 00:33:42ｲﾄｳ ﾐｻｺ 宮古市49 1403 酒井　菜穂子 00:34:15ｻｶｲ ﾅﾎｺ 陸前高田市50 1404 佃　実佳 00:34:15ﾂｸﾀﾞ ﾐｶ 陸前高田市 1/2 ページTimed by　アイサム
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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 1338 佐々木　敦代 00:34:16ｻｻｷ ｱﾂﾖ 住田町52 1309 小谷　玲子 adidas 00:34:25ｺﾀﾞﾆ ﾚｲｺ 東京都53 1308 佐野　友紀 adidas 00:34:37ｻﾉ ﾕｳｷ 千葉県54 1359 高野　真由子 枚方レオクラブ 00:34:43ﾀｶﾉ ﾏﾕｺ 大阪府55 1369 鬼木　美咲 枚方レオクラブ 00:34:43ｵﾆｷ ﾐｻｷ 大阪府56 1314 紺野　雲母 adidas 00:35:11ｺﾝﾉ ｷﾗﾗ 神奈川県57 1364 中井　麻友華 枚方レオクラブ 00:35:32ﾅｶｲ ﾏﾕｶ 大阪府58 1360 柴田　愛莉 枚方レオクラブ 00:35:33ｼﾊﾞﾀ ｱｲﾘ 大阪府59 1353 佐々木　愛生 枚方レオクラブ 00:35:41ｻｻｷ ｱｵｲ 大阪府60 1357 ユヌス　アリシア 枚方レオクラブ 00:36:03ﾕﾇｽ ｱﾘｼｱ 大阪府61 1363 橋本　美佳 枚方レオクラブ 00:36:04ﾊｼﾓﾄ ﾐｶ 大阪府62 1322 沖舘　和江 リクブ遠野 00:36:09ｵｷﾀﾞﾃ ｶｽﾞｴ 遠野市63 1408 加藤　舞 岩手銀行 00:36:14ｶﾄｳ ﾏｲ 大船渡市64 1354 経ヶ阪　由依 枚方レオクラブ 00:36:23ｷｮｳｶﾞｻｶ ﾕｲ 兵庫県65 1358 高橋　明日香 枚方レオクラブ 00:36:23ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 兵庫県66 1339 坂本　麻奈美 00:36:39ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ 釜石市67 1326 掛川　はるな なし 00:36:53ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 矢巾町68 1301 蝦名　明子 00:38:32ｴﾋﾞﾅ ｱｷｺ 青森県69 1312 Ｊｕｎｅ　Ｌｅｅ adidas 00:39:23ﾘｰ ｼﾞｭｰﾝ 東京都70 1302 上野　ゆり子 00:40:02ｳｴﾉ ﾕﾘｺ 宮城県71 1371 橋本　郁佳 枚方レオクラブ 00:40:17ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｶ 大阪府72 1355 崎野　佑充 枚方レオクラブ 00:47:33ｻｷﾉ ﾕﾐ 大阪府
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