
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

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1 406 大瀧　あすか 00:41:45ｵｵﾀｷ ｱｽｶ 花巻市2 453 阿部　百香 石巻市 00:45:28ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県3 428 高田　かおり 七生SJK 00:46:07ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都4 442 三浦　ゆう子 秋田ランナーズ 00:46:43ﾐｳﾗ ﾕｳｺ 秋田県5 469 冨澤　洋子 00:51:49ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 大船渡市6 417 古宅　範子 大船渡AC 00:52:08ﾌﾙﾀｸ ﾉﾘｺ 大船渡市7 464 上山　律子 00:52:09ｳｴﾔﾏ ﾘﾂｺ 盛岡市8 413 蕨野　聖子 00:52:51ﾜﾗﾋﾞﾉ ｾｲｺ 大船渡市9 463 小山　真琴 00:53:24ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ 宮城県10 429 千田　ひろえ 鶴田デイ 00:54:10ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ 奥州市11 422 阿部　典代 00:54:38ｱﾍﾞ ﾌﾐﾖ 釜石市12 466 原子　詩央 00:54:48ﾊﾗｺ ｼｵ 青森県13 418 菊池　今日子 00:55:00ｷｸﾁ ｷｮｳｺ 滝沢市14 409 Ｔｉｇｅｒ　Ｌｕｌｕ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ アディダス 00:55:01ﾀｲｶﾞｰ ﾙﾙ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 東京都15 408 堀江　絢 アディダス 00:55:23ﾎﾘｴ ｼﾞｭﾝ 埼玉県16 447 山本　優子 00:55:30ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 宮城県17 432 小原　佐智子 00:56:26ｵﾊﾞﾗ ｻﾁｺ 花巻市18 446 駿河　暁子 00:56:28ｽﾙｶﾞ ｻﾄｺ 盛岡市19 420 藤田　政子 00:56:45ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｺ 栃木県20 430 棟方　幸子 青森UMC 00:57:31ﾑﾅｶﾀ ｻﾁｺ 青森県21 426 小林　栄子 00:57:34ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｺ 釜石市22 449 八木　雅子 00:57:44ﾔｷﾞ ﾏｻｺ 盛岡市23 441 北林　牧 00:57:51ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 宮城県24 412 千葉　正子 宮城フェンダー 00:58:40ﾁﾊﾞ ﾏｻｺ 宮城県25 435 山野　香 00:58:49ﾔﾏﾉ ｶｵﾙ 北海道26 411 東　結佳 兼松ｸﾞﾙｰﾌﾟ 00:59:03ｱｽﾞﾏ ﾕｶ 東京都27 437 内舘　博子 ランジョグ 00:59:45ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 花巻市28 439 鈴木　まゆ子 00:59:46ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 奥州市29 402 新沼　裕美 01:00:22ﾆｲﾇﾏ ﾕﾐ 宮城県30 450 佐々木　美樹 01:00:26ｻｻｷ ﾐｷ 盛岡市31 419 照沼　雅子 01:00:47ﾃﾙﾇﾏ ﾏｻｺ 東京都32 452 瀧川　由美子 01:00:59ﾀｷｶﾜ ﾕﾐｺ 北上市33 458 大黒　明希子 01:01:01ﾀﾞｲｺｸ ｱｷｺ 宮城県34 401 高野　眞弓 01:01:08ﾀｶﾉ ﾏﾕﾐ 東京都35 465 渡邉　由香 私はサルース 01:01:23ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 秋田県36 454 鈴木　陽子 01:02:38ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 東京都37 407 新里　洋子 みずほ銀行 01:03:14ﾆｲｻﾄ ﾖｳｺ 盛岡市38 451 小田　潔恵 01:03:49ｵﾀﾞ ｷﾖｴ 盛岡市39 433 飯沼　順子 もあい 01:04:29ｲｲﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県40 459 佐藤　悠子 01:04:57ｻﾄｳ ﾕｳｺ 秋田県41 403 掛川　はるな 01:06:02ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 矢巾町42 444 山本　美奈子 01:06:10ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅｺ 盛岡市43 416 高橋　洋子 01:07:23ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ 埼玉県44 472 藤井　優伊 01:07:43ﾌｼﾞｲ ﾕｲ 沖縄県45 404 小西　佳恵 01:07:49ｺﾆｼ ｶｴ 大船渡市46 431 山下　智恵子 花もくラン 01:08:12ﾔﾏｼﾀ ﾁｴｺ 花巻市47 421 小原　麗子 花もくラン 01:08:12ｵﾊﾞﾗ ﾚｲｺ 花巻市48 502 吉田　悠 01:08:18ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 陸前高田市49 456 柴田　夏季 01:08:19ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 宮城県50 414 及川　巳恵子 01:08:53ｵｲｶﾜ ﾐｴｺ 盛岡市 1/2 ページTimed by　アイサム



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

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51 462 松下　飛鳥 01:09:31ﾏﾂｼﾀ ｱｽｶ 宮城県52 436 赤平　光恵 01:10:23ｱｶﾋﾗ ﾐﾂｴ 宮城県53 425 小野寺　由美子 山長小野寺商店 01:10:49ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐｺ 宮城県54 415 栗原　みゆき 01:10:50ｸﾘﾊﾗ ﾐﾕｷ 静岡県55 457 若生　麻衣子 01:12:03ﾜｺｳ ﾏｲｺ 盛岡市56 470 弘田　美穂 01:12:42ﾋﾛﾀ ﾐﾎ 盛岡市57 410 大西　玲奈 兼松ｸﾞﾙｰﾌﾟ 01:12:46ｵｵﾆｼ ﾚﾅ 東京都58 424 菅原　文子 ぽんたガンバレ 01:12:56ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐｺ 奥州市59 405 千葉　久美子 復興支援上野町 01:13:24ﾁﾊﾞ ｸﾐｺ 北上市60 427 渋谷　典子 はなそう基金 01:20:03ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｺ 神奈川県61 443 橋口　由子 はなそう基金 01:20:03ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都62 501 小野　晴美 01:20:03ｵﾉ ﾊﾙﾐ 陸前高田市63 440 西野　亜希 01:20:04ﾆｼﾉ ｱｷ 東京都64 448 村上　綾子 はなそう基金 01:20:04ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｺ 東京都65 455 安藤　桜子 01:20:04ｱﾝﾄﾞｳ ｵｳｺ 東京都66 468 須藤　美幸 須藤夫妻 01:20:04ｽﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 北上市67 460 三浦　あす美 01:20:28ﾐｳﾗ ｱｽﾐ 盛岡市
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