
復活の道しるべ 2018 陸前高田応援マラソン 2018/11/18
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 1256 山本　恵里 八幡平市陸協 00:18:59ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 盛岡市2 1258 戸埜村　比菜 盛岡大学陸上部 00:19:37ﾄﾉﾑﾗ ﾋﾅ 盛岡市3 1234 菅原　めぐみ IWASPO 00:19:40ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ 奥州市4 1314 畠山　海音 高田高校1年 00:20:51ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾉﾝ 陸前高田市5 1243 阿部　美由紀 00:21:21ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ 北上市6 1302 吉田　陽夏乃 大船渡東高校1年 00:21:31ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾉ 陸前高田市7 1306 鈴木　妃依 高田高校2年 00:21:32ｽｽﾞｷ ﾋﾖ 陸前高田市8 1226 志田　光恵 大船渡ＡＣ 00:23:40ｼﾀﾞ ﾐﾂｴ 大船渡市9 1307 佐々木　照江 00:25:16ｻｻｷ ﾃﾙｴ 陸前高田市10 1209 大野　夏子 インリー 00:25:51ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 東京都11 1203 大泉　愛奈 00:25:55ｵｵｲｽﾞﾐ ｱｲﾅ 盛岡市12 1265 菅野　晶 枚方レオクラブ 00:26:18ｽｶﾞﾉ ｱｷﾗ 滋賀県13 1211 八角　知早子 みずほ銀行 00:26:30ﾔｽﾐ ﾁｻｺ 盛岡市14 1242 大萱生　瞳 00:26:36ｵｵｶﾞﾕ ﾋﾄﾐ 遠野市15 1313 菊池　真理子 00:27:18ｷｸﾁ ﾏﾘｺ 陸前高田市16 1216 高橋　明日香 アディダス 00:27:28ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 東京都17 1267 菅原　未来 00:27:48ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｸ 一関市18 1236 石田　千亜紀 00:27:50ｲｼﾀﾞ ﾁｱｷ 盛岡市19 1213 鶴馬　夕紀 アディダス 00:28:09ﾂﾙﾏ ﾕｳｷ 東京都20 1249 小原　かずさ 00:28:16ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞｻ 盛岡市21 1225 真壁　美喜子 00:28:30ﾏｶﾍﾞ ﾐｷｺ 宮城県22 1232 小林　典子 ビール大好き 00:28:42ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ 盛岡市23 1221 坂田　裕子 アディダス 00:28:51ｻｶﾀ ﾋﾛｺ 東京都24 1248 児玉　真菜 沿岸局SC 00:29:10ｺﾀﾞﾏ ﾏﾅ 釜石市25 1238 齋藤　由華 00:29:32ｻｲﾄｳ ﾕｶ 花巻市26 1206 三浦　真弓 00:29:36ﾐｳﾗ ﾏﾕﾐ 宮城県27 1210 髙牟禮　華恋 インリー 00:29:37ﾀｶﾑﾚ ｶﾚﾝ 神奈川県28 1239 田原　志津子 00:29:57ﾀﾊﾞﾙ ｼﾂﾞｺ 宮城県29 1305 佃　実佳 00:30:59ﾂｸﾀﾞ ﾐｶ 陸前高田市30 1212 前川　真優 みずほ銀行 00:31:11ﾏｴｶﾜ ﾏﾕ 盛岡市31 1259 河原　美香 枚方レオクラブ 00:31:18ｶﾜﾊﾗ ﾐｶ 大阪府32 1266 松本　奈菜 学生 00:31:34ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 盛岡市33 1261 石谷　菜摘 枚方レオクラブ 00:31:35ｲｼﾀﾆ ﾅﾂﾐ 大阪府34 1255 西尾　留佳 枚方レオクラブ 00:31:36ﾆｼｵ ﾙｶ 大阪府35 1257 森永　春風 枚方レオクラブ 00:31:37ﾓﾘﾅｶﾞ ﾊﾙｶｾﾞ 兵庫県36 1262 岡本　奈々 枚方レオクラブ 00:31:37ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ 大阪府37 1251 藤平　知華 00:31:47ﾌｼﾞﾋﾗ ﾊﾙｶ 北上市38 1224 亀井　千枝子 00:31:49ｶﾒｲ ﾁｴｺ 奥州市39 1202 新井　清香 00:31:53ｱﾗｲ ｻﾔｶ 神奈川県40 1241 長谷川　晶子 00:32:06ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷｺ 大船渡市41 1264 山根　美祐 枚方レオクラブ 00:32:15ﾔﾏﾈ ﾐﾕｳ 大阪府42 1223 高鷹　るり子 00:32:23ｺｳﾀｶ ﾙﾘｺ 北上市43 1252 深見　咲 全力でランラン 00:32:52ﾌｶﾐ ｻｷ 宮古市44 1247 坂本　麻奈美 00:32:58ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ 釜石市45 1205 菅野　ひろみ 00:33:00ｶﾝﾉ ﾋﾛﾐ 盛岡市46 1219 豊田　利紗 アディダス 00:33:07ﾄﾖﾀﾞ ﾘｻ 東京都47 1220 鈴木　円 アディダス 00:33:09ｽｽﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 東京都48 1260 玉城　夏帆 枚方レオクラブ 00:33:12ﾀﾏｷ ｶﾎ 大阪府49 1253 水上　愛美 00:33:15ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾅﾐ 北上市50 1315 紺野　雲母 00:34:12ｺﾝﾉ　ｷﾗﾗ 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 1240 酒井　菜穂子 00:34:27ｻｶｲ ﾅﾎｺ 神奈川県52 1244 佐々木　敦代 00:34:27ｻｻｷ ｱﾂﾖ 住田町53 1204 神田　有希子 00:34:45ｶﾝﾀﾞ ﾕｷｺ 東京都54 1201 佐々木　真美 00:34:52ｻｻｷ ﾏﾐ 宮城県55 1229 小山　敏江 00:34:52ｵﾔﾏ ﾄｼｴ 宮城県56 1218 小坂　紫緒 アディダス 00:35:11ｺｻｶ ｼｵ 東京都57 1222 飯田　美和 アディダス 00:35:11ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾜ 神奈川県58 1217 小谷　玲子 アディダス 00:35:25ｺﾀﾞﾆ ﾚｲｺ 東京都59 1309 佐藤　美喜 00:35:33ｻﾄｳ ﾐｷ 大船渡市60 1310 鈴木　千穂 00:35:52ｽｽﾞｷ ﾁﾎ 陸前高田市61 1311 小枝指　祐依 00:35:52ｺｴｻｼ ﾕｲ 陸前高田市62 1233 宇都宮　真弓 00:36:16ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏﾕﾐ 千葉県63 1301 坪井　奈穂美 00:36:44ﾂﾎﾞｲ ﾅﾎﾐ 陸前高田市64 1230 牧　幸恵 00:37:00ﾏｷ ﾕｷｴ 盛岡市65 1312 加藤　舞 00:37:02ｶﾄｳ ﾏｲ 陸前高田市66 1231 小嶋　綾子 00:37:24ｺｼﾞﾏ ｱﾔｺ 埼玉県67 1245 杉本　香菜恵 私的にサルース 00:37:37ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅｴ 秋田県68 1263 岡　瑞穂 枚方レオクラブ 00:38:08ｵｶ ﾐｽﾞﾎ 京都府69 1227 久保　三智代 未来への道 00:38:19ｸﾎﾞ ﾐﾁﾖ 埼玉県70 1214 岡田　敬子 アディダス 00:38:37ｵｶﾀﾞ ｹｲｺ 東京都71 1208 鈴木　理恵 00:40:21ｽｽﾞｷ ﾘｴ 千葉県72 1207 佐藤　美穂 00:40:21ｻﾄｳ ﾐﾎ 東京都73 1303 羽生　彩重 00:41:29ﾊﾆｭｳ ｱﾔｴ 陸前高田市74 1228 福岡　恵理子 00:42:49ﾌｸｵｶ ｴﾘｺ 神奈川県75 1304 熊谷　明美 00:50:35ｸﾏｶﾞｲ ｱｹﾐ 陸前高田市
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