
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1.9km女子小学1～3年生市民1.9km女子小学1～3年生市民1.9km女子小学1～3年生市民1.9km女子小学1～3年生

カナ 都市名1 3140 臼井　彩光 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(3年) 00:07:53ｳｽｲ ｱﾔﾐ 陸前高田市2 3127 吉田　心美 気仙リバースSTスポーツ少年団(3年) 00:08:18ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 大船渡市3 3145 金野　凛愛 米崎小2年 00:08:21ｺﾝﾉ ﾙﾅ 陸前高田市4 3144 村上　姫菜 広田小3年 00:08:23ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾉ 陸前高田市5 3107 松田　由香 高田フットボールクラブ（3年） 00:08:38ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ 陸前高田市6 3101 戸羽　心優 小友小2年 00:08:39ﾄﾊﾞ ｺｺﾛ 陸前高田市7 3110 菅原　由衣 高田小3年 00:08:44ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｲ 陸前高田市8 3103 柴田　若葉 高田フットボールクラブ（1年） 00:08:50ｼﾊﾞﾀ ﾜｶﾊﾞ 陸前高田市9 3131 金野　愛颯 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(3年) 00:08:57ｺﾝﾉ ｱｲﾙ 陸前高田市10 3136 村上　琉華 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(2年) 00:08:57ﾑﾗｶﾐ ﾙｶ 陸前高田市11 3115 菊池　茉帆 小友小2年 00:09:00ｷｸﾁ ﾏﾎ 陸前高田市12 3148 中野　未悠 高田東Jr野球スポーツ少年団(3年) 00:09:01ﾅｶﾉ ﾐﾕ 陸前高田市13 3119 渡邊　可梨 横田野球スポーツ少年団(3年) 00:09:07ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 陸前高田市14 3125 新沼　彩羽 気仙リバースSTスポーツ少年団(3年) 00:09:08ﾆｲﾇﾏ ｲﾛﾊ 陸前高田市15 3126 大坂　真優奈 気仙リバースSTスポーツ少年団(3年) 00:09:09ｵｵｻｶ ﾏﾕﾅ 陸前高田市16 3141 菅野　りれい 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(3年) 00:09:10ｶﾝﾉ ﾘﾚｲ 陸前高田市17 3113 小島　音々 気仙小1年 00:09:10ｵｼﾞﾏ ﾈﾈ 陸前高田市18 3118 紺野　碧月 横田野球スポーツ少年団(3年) 00:09:13ｺﾝﾉ ｲﾂｷ 住田町19 3105 大屋　芽生 高田フットボールクラブ（3年） 00:09:14ｵｵﾔ ﾒｲ 陸前高田市20 3120 小野寺　希美 横田野球スポーツ少年団(3年) 00:09:21ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 陸前高田市21 3123 出羽　結奈 気仙リバースSTスポーツ少年団(3年) 00:09:27ﾃﾞﾊ ﾕｲﾅ 陸前高田市22 3108 照井　穂乃花 高田小2年 00:09:33ﾃﾙｲ ﾎﾉｶ 陸前高田市23 3112 小島　奈々 気仙小3年 00:09:42ｵｼﾞﾏ ﾅﾅ 陸前高田市24 3109 戸羽　彩菜 小友小3年 00:09:43ﾄﾊﾞ ｱﾔﾅ 陸前高田市25 3130 津田　優希菜 気仙リバースSTスポーツ少年団(2年) 00:09:48ﾂﾀﾞ ﾕｷﾅ 陸前高田市26 3114 佐々木　玲奈 広田小2年 00:09:52ｻｻｷ ﾚﾅ 陸前高田市27 3124 村上　結衣子 気仙リバースSTスポーツ少年団(3年) 00:09:52ﾑﾗｶﾐ ﾕｲｺ 陸前高田市28 3128 菊谷　和桜 気仙リバースSTスポーツ少年団(2年) 00:09:57ｷｸﾔ ﾅｵ 陸前高田市29 3116 新沼　莉奈 米崎小3年 00:09:59ﾆｲﾇﾏ ﾘﾅ 陸前高田市30 3102 髙橋　秋葉 米崎小3年 00:10:00ﾀｶﾊｼ ｱｷﾊ 陸前高田市31 3149 戸羽　ひより 高田東Jr野球スポーツ少年団(2年) 00:10:00ﾄﾊﾞ ﾋﾖﾘ 陸前高田市32 3139 赤坂　美南 高田ミニバスケットボールスポーツ少年団(2年) 00:10:02ｱｶｻｶ ﾐﾅﾝ 陸前高田市33 3106 鈴木　優莉愛 高田フットボールクラブ（3年） 00:10:02ｽｽﾞｷ ﾕﾘｱ 陸前高田市34 3129 今村　志帆 気仙リバースSTスポーツ少年団(2年) 00:10:03ｲﾏﾑﾗ ｼﾎ 陸前高田市35 3122 佐々木　明音 気仙リバースSTスポーツ少年団(3年) 00:10:10ｻｻｷ ｱｶﾈ 陸前高田市36 3143 覚張　成海 米崎小1年 00:10:17ｶｸﾊﾘ ﾅﾙﾐ 陸前高田市37 3142 覚張　穂香 米崎小3年 00:10:24ｶｸﾊﾘ ﾎﾉｶ 陸前高田市38 3147 米沢　多恵 米崎小2年 00:10:25ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｴ 陸前高田市39 3133 金野　莉央 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(3年) 00:10:28ｺﾝﾉ ﾘｵ 陸前高田市40 3111 松岡　千紘 高田小2年 00:10:39ﾏﾂｵｶ ﾁﾋﾛ 陸前高田市41 3138 荒木　柚衣香 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団(3年) 00:10:41ｱﾗｷ ﾕｲｶ 陸前高田市42 3117 金野　優梨 米崎小3年 00:10:57ｺﾝﾉ ﾕｳﾘ 陸前高田市43 3135 臼井　椎菜 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(3年) 00:11:28ｳｽｲ ｼｲﾅ 陸前高田市44 3134 大和田　心晴 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(3年) 00:11:34ｵｵﾜﾀﾞ ｺﾊﾙ 陸前高田市45 3104 阿部　心葉 高田フットボールクラブ（2年） 00:11:35ｱﾍﾞ ｺﾄﾊ 陸前高田市46 3132 笹野　蒼夏 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(3年) 00:11:39ｻｻﾉ ｱｵﾅ 陸前高田市47 3137 臼井　栞菜 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団(2年) 00:11:41ｳｽｲ ｶﾝﾅ 陸前高田市48 3146 村上　愛桜 広田小1年 00:11:56ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ 陸前高田市 1/1 ページTimed by　アイサム


