
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

市民3.2km女子小学4～6年生市民3.2km女子小学4～6年生市民3.2km女子小学4～6年生市民3.2km女子小学4～6年生

カナ 都市名1 2202 金野　清佳 米崎リトルスポーツ少年団（6年） 00:12:56ｺﾝﾉ ｻﾔｶ 陸前高田市2 2209 鈴木　千奈 高田野球スポーツ少年団（6年） 00:13:04ｽｽﾞｷ ﾁﾅ 陸前高田市3 2240 山本　梨乃 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(6年) 00:13:42ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ 陸前高田市4 2229 菅野　愛裡 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:14:13ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 陸前高田市5 2230 藤井　愛花 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:14:14ﾌｼﾞｲ ｱｲｶ 陸前高田市6 2213 畠山　桃嘉 横田野球スポーツ少年団(5年) 00:14:25ﾊﾀｹﾔﾏ ﾓﾓｶ 陸前高田市7 2227 小出　結愛 気仙リバースSTスポーツ少年団(4年) 00:14:28ｺｲﾃﾞ ﾕｱ 陸前高田市8 2215 前田　佳穂 横田野球スポーツ少年団(4年) 00:14:30ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ 陸前高田市9 2214 紺野　碧花 横田野球スポーツ少年団(5年) 00:14:40ｺﾝﾉ ｱｵｶ 住田町10 2256 臼井　彩美 00:14:41ｳｽｲ ｱﾐ 陸前高田市11 2247 日下部　心海 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:14:43ﾋｶﾍﾞ ｺｺﾐ 陸前高田市12 2223 村上　瑞季 気仙リバースSTスポーツ少年団(6年) 00:14:59ﾑﾗｶﾐ ﾐｽﾞｷ 陸前高田市13 2241 小林　心美 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(6年) 00:15:11ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾐ 陸前高田市14 2203 鈴木　美羽 矢作小5年 00:15:16ｽｽﾞｷ ﾐｳ 陸前高田市15 2208 佐藤　頼 高田野球スポーツ少年団（6年） 00:15:19ｻﾄｳ ﾗｲ 陸前高田市16 2225 荒木　栞奈 気仙リバースSTスポーツ少年団(4年) 00:15:26ｱﾗｷ ｶﾝﾅ 陸前高田市17 2221 菅野　芹 気仙リバースSTスポーツ少年団(6年) 00:15:28ｶﾝﾉ ｾﾘ 陸前高田市18 2207 佐々木　美羽 小友小5年 00:15:31ｻｻｷ ﾐｳ 陸前高田市19 2252 細谷　藍衣香 米崎小4年 00:15:37ﾎｿﾔ ﾗｲｶ 陸前高田市20 2253 伊東　里咲子 米崎小4年 00:15:38ｲﾄｳ ﾘｻｺ 陸前高田市21 2254 佐々木　彩波 米崎小4年 00:15:57ｻｻｷ ｻﾅﾐ 陸前高田市22 2246 細谷　遥 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:15:57ﾎｿﾔ ﾊﾙｶ 陸前高田市23 2255 小松　美玖 00:16:06ｺﾏﾂ ﾐｸ 陸前高田市24 2236 吉田　明日香 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(4年) 00:16:11ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 陸前高田市25 2233 菅崎　くるみ 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:16:20ｶﾝｻﾞｷ ｸﾙﾐ 陸前高田市26 2239 林　萌生 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団(5年) 00:16:23ﾊﾔｼ ﾒｲ 陸前高田市27 2219 村上　姫乃 気仙リバースSTスポーツ少年団(6年) 00:16:31ﾑﾗｶﾐ ﾋﾒﾉ 陸前高田市28 2251 栗村　咲良 矢作小5年 00:16:42ｸﾘﾑﾗ ｻｸﾗ 陸前高田市29 2232 及川　瑞稀 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:16:50ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ 陸前高田市30 2228 戸羽　颯 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(6年) 00:16:58ﾄﾊﾞ ｿﾖｶ 陸前高田市31 2231 出羽　涼夏 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:17:04ﾃﾞﾜ ｽｽﾞｶ 陸前高田市32 2217 松田　美優 気仙リバースSTスポーツ少年団(6年) 00:17:07ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕ 陸前高田市33 2201 戸羽　陽向 高田フットボールクラブ（4年） 00:17:09ﾄﾊﾞ ﾋﾅﾀ 陸前高田市34 2212 米澤　穂香 高田野球スポーツ少年団（4年） 00:17:10ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 陸前高田市35 2218 鈴木　萌永 気仙リバースSTスポーツ少年団(6年) 00:17:15ｽｽﾞｷ ﾓｴ 陸前高田市36 2235 松田　絆那 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(4年) 00:17:24ﾏﾂﾀﾞ ｷｽﾞﾅ 陸前高田市37 2226 吉田　芽生 気仙リバースSTスポーツ少年団(4年) 00:17:47ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 陸前高田市38 2238 佐々木　愛実 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団(6年) 00:17:52ｻｻｷ ｶﾅﾐ 陸前高田市39 2248 松坂　麗 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(4年) 00:18:04ﾏﾂｻﾞｶ ｳﾗﾗ 陸前高田市40 2206 野口　晃 広田小4年 00:18:07ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 陸前高田市41 2249 鈴木　恭佳 矢作小5年 00:18:21ｽｽﾞｷ ｷｮｳｶ 陸前高田市42 2245 佐々木　唯俐葉 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:18:51ｻｻｷ ﾕﾘﾊ 陸前高田市43 2243 村上　優香 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(6年) 00:18:53ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶ 陸前高田市44 2242 及川　小春 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(6年) 00:19:40ｵｲｶﾜ ｺﾊﾙ 陸前高田市45 2244 小松　彩良 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:19:40ｺﾏﾂ ｻﾗ 陸前高田市46 2237 鈴木　あかり 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(4年) 00:19:51ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ 陸前高田市47 2205 臼井　陽彩 小友小5年 00:20:04ｳｽｲ ﾋｲﾛ 陸前高田市48 2234 佐々木　心愛 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(5年) 00:20:06ｻｻｷ ｺｺﾅ 陸前高田市49 2250 菅野　陽由 竹駒小5年 00:20:26ｶﾝﾉ ﾋﾖﾘ 陸前高田市 1/1 ページTimed by　アイサム


