
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

10km女子高校生以上10km女子高校生以上10km女子高校生以上10km女子高校生以上

カナ 都市名1 429 高田　かおり 七生SJK 00:46:16ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都2 451 阿部　百香 石巻市 00:47:40ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県3 441 三浦　ゆう子 秋田ランナーズ 00:47:41ﾐｳﾗ ﾕｳｺ 秋田県4 462 冨澤　洋子 00:50:22ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 大船渡市5 430 千田　ひろえ 鶴田デイ 00:50:48ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ 奥州市6 438 小池　あや 00:51:03ｺｲｹ ｱﾔ 東京都7 426 藤田　政子 00:54:46ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｺ 栃木県8 459 小山　真琴 00:54:59ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ 宮城県9 447 松山　恵美 00:55:16ﾏﾂﾔﾏ ｴﾐ 盛岡市10 413 小原　舞 フリーデン 00:55:53ｵﾊﾞﾗ ﾏｲ 一関市11 448 佐々木　美樹 00:55:57ｻｻｷ ﾐｷ 盛岡市12 433 山野　香 00:56:16ﾔﾏﾉ ｶｵﾙ 北海道13 423 菊池　今日子 大崎ＲＣ 00:56:58ｷｸﾁ ｷｮｳｺ 滝沢市14 416 鶴馬夕紀 adidas 00:58:04ﾂﾙﾏﾕｳｷ 東京都15 431 棟方　幸子 青森ＵＭＣ 00:58:12ﾑﾅｶﾀ ｻﾁｺ 青森県16 454 紀田　友枝 00:58:45ｷﾀﾞ ﾄﾓｴ 盛岡市17 405 菱谷　美香 弘前大学病院 00:58:58ﾋｼﾔ ﾐｶ 青森県18 435 脇坂　真穂 00:59:01ﾜｷｻｶ ﾏﾎ 宮城県19 445 八木　雅子 00:59:08ﾔｷﾞ ﾏｻｺ 盛岡市20 434 田沼　靖子 01:01:24ﾀﾇﾏ ﾔｽｺ 秋田県21 449 小田　潔恵 01:02:03ｵﾀﾞ ｷﾖｴ 宮古市22 414 岡田　歩 フリーデン 01:02:19ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾐ 神奈川県23 411 新里　洋子 みずほ銀行 01:02:27ﾆｲｻﾄ ﾖｳｺ 盛岡市24 453 齋藤　亜矢子 01:02:33ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ 宮城県25 452 鈴木　陽子 01:02:39ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 東京都26 419 亀井　千枝子 01:03:17ｶﾒｲ ﾁｴｺ 奥州市27 450 神山　麻希 01:03:30ｶﾐﾔﾏ ﾏｷ 東京都28 440 北林　牧 はなそう基金 01:04:59ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 宮城県29 418 髙倉　礼子 01:05:05ﾀｶｸﾗ ﾚｲｺ 宮城県30 407 板橋　佳央里 はなそう基金 01:05:15ｲﾀﾊﾞｼ ｶｵﾘ 東京都31 432 飯沼　順子 もあい 01:05:43ｲｲﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県32 427 中村　真紀 はなそう基金 01:05:52ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ 東京都33 436 齋藤　佐知美 チーム齋藤家 01:06:41ｻｲﾄｳ ｻﾁﾐ 北上市34 463 上田　彩果 SET 01:07:06ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ 東京都35 415 中村　美咲 adidas 01:07:43ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 東京都36 502 吉田　悠 01:09:51ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 陸前高田市37 402 坂下　裕子 01:10:12ｻｶｼﾀ ﾕｳｺ 宮城県38 458 柴田　夏季 01:10:15ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 宮城県39 437 佐々木　照美 01:10:16ｻｻｷ ﾃﾙﾐ 宮城県40 424 富樫　祥子 01:10:21ﾄｶﾞｼ ｼｮｳｺ 山形県41 446 小水内　恵 01:11:13ｺﾐｽﾞﾅｲ ﾒｸﾞﾐ 遠野市42 503 菅野　葵 01:11:16ｶﾝﾉ ｱｵｲ 陸前高田市43 410 金田　光子 01:11:22ｶﾈﾀﾞ ﾐﾂｺ 福島県44 456 笠石　理恵子 01:12:36ｶｻｲｼ ﾘｴｺ 東京都45 412 柴田彩美 EIWAT 01:12:42ｼﾊﾞﾀｱﾔﾐ 大阪府46 420 千葉　久美子 01:14:36ﾁﾊﾞ ｸﾐｺ 北上市47 409 山本　裕子 01:15:31ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 東京都48 443 山本　美奈子 01:16:34ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅｺ 盛岡市49 425 久保　三智代 未来への道 01:19:11ｸﾎﾞ ﾐﾁﾖ 埼玉県50 403 佐々木　三千代 01:19:11ｻｻｷ ﾐﾁﾖ 宮城県 1/2 ページTimed by　アイサム
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10km女子高校生以上10km女子高校生以上10km女子高校生以上10km女子高校生以上

カナ 都市名51 408 鈴木　愛子 渋谷区 01:19:40ｽｽﾞｷ ｱｲｺ 東京都52 442 橋口　由子 はなそう基金 01:20:27ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都53 406 西野　亜希 はなそう基金 01:20:27ﾆｼﾉ ｱｷ 東京都54 444 村上　綾子 はなそう基金 01:20:27ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｺ 東京都55 501 小野　晴美 01:20:27ｵﾉ ﾊﾙﾐ 陸前高田市56 461 須藤　美幸 須藤夫妻 01:20:28ｽﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 北上市57 455 岩澤　律子 01:27:36ｲﾜｻﾜ ﾘﾂｺ 宮城県58 404 本宮　浩子 01:27:43ﾓﾄﾐﾔ ﾋﾛｺ 宮城県
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