
復活の道しるべ 2019 陸前高田応援マラソン 2019/11/17
順位 氏名 所属 記録ナンバー

5.5km女子高校生以上5.5km女子高校生以上5.5km女子高校生以上5.5km女子高校生以上

カナ 都市名1 5359 山本　恵里 こぱんはうす 00:23:21ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 盛岡市2 5406 畠山　海音 高田高校2年生 00:24:09ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾉﾝ 陸前高田市3 5301 菅原　めぐみ 00:24:26ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ 奥州市4 5407 鈴木　妃依 高田高校3年生 00:27:00ｽｽﾞｷ ﾋﾖ 陸前高田市5 5327 志田　光恵 大船渡ＡＣ 00:28:29ｼﾀﾞ ﾐﾂｴ 大船渡市6 5321 八角　知早子 みずほ銀行 00:30:49ﾔｽﾐ ﾁｻｺ 盛岡市7 5316 Ｔｉｇｅｒ　Ｌｕｌｕ　ｗｉｌｌｉａｍｓ 00:31:24ﾀｲｶﾞｰ ﾙﾙ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 東京都8 5342 鈴木　朱美 00:31:28ｽｽﾞｷ ｱｹﾐ 山形県9 5402 菊池　真理子 ㈱マイヤ 00:31:39ｷｸﾁ ﾏﾘｺ 陸前高田市10 5322 熊谷　泉 フリーデン 00:31:54ｸﾏｶﾞｲ ｲｽﾞﾐ 陸前高田市11 5349 鴇田　百合子 00:31:58ﾄｷﾀ ﾕﾘｺ 宮城県12 5360 近藤　颯 00:32:05ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳ 盛岡市13 5326 菊池　今日子 00:32:14ｷｸﾁ ｷｮｳｺ 滝沢市14 5355 小原　かずさ 00:32:24ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞｻ 盛岡市15 5303 大泉　愛奈 00:32:25ｵｵｲｽﾞﾐ ｱｲﾅ 盛岡市16 5344 田中　美和子 00:32:33ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 東京都17 5343 石田　千亜紀 00:33:47ｲｼﾀﾞ ﾁｱｷ 盛岡市18 5331 三浦　真弓 00:34:23ﾐｳﾗ ﾏﾕﾐ 宮城県19 5319 李　琴 YGEJ 00:34:31ﾘﾁﾝ 東京都20 5308 大森　加奈子 00:34:35ｵｵﾓﾘ ｶﾅｺ 盛岡市21 5341 平田　正恵 00:34:48ﾋﾗﾀ ﾏｻｴ 釜石市22 5312 鶴馬　夕紀 00:35:11ﾂﾙﾏ ﾕｳｷ 東京都23 5332 田沼　靖子 00:35:47ﾀﾇﾏ ﾔｽｺ 宮城県24 5310 矢﨑　郁佳 00:36:34ﾔｻﾞｷ ﾌﾐｶ 東京都25 5350 中机　純子 県南レジェンド 00:36:49ﾅｶﾂｸｴ ｼﾞｭﾝｺ 一関市26 5307 菅野　ひろみ 00:37:22ｶﾝﾉ ﾋﾛﾐ 盛岡市27 5354 佐藤　加奈 00:38:20ｻﾄｳ ｶﾅ 盛岡市28 5317 小松　遥香 株式会社 博展 00:38:28ｺﾏﾂﾊﾙｶ 東京都29 5318 小松　佳矢 なし 00:38:28ｺﾏﾂｶﾔ 東京都30 5358 松高　美沙 00:38:39ﾏﾂﾀｶ ﾐｻ 盛岡市31 5311 後藤　美喜子 00:38:42ｺﾞﾄｳﾐｷｺ 東京都32 5340 吉田　由香理 はなそうRun 00:38:43ﾖｼﾀﾞ ﾕｶﾘ 東京都33 5347 齋藤　由華 00:39:15ｻｲﾄｳ ﾕｶ 花巻市34 5324 高鷹　るり子 00:39:18ｺｳﾀｶ ﾙﾘｺ 北上市35 5333 由利　さゆり 00:39:24ﾕﾘ ｻﾕﾘ 奥州市36 5315 Ｈｉｒｏｋｏ　ｓａｋａｔａ 00:39:27ｻｶﾀ ﾋﾛｺ 東京都37 5338 太田　真紀 00:39:43ｵｵﾀ ﾏｷ 山形県38 5314 Ｍｉｋａ　Ｕｌｒｉｃｈ 00:39:44ｵｰﾘｯｸﾐｶ 東京都39 5306 原　ルミ子 00:40:26ﾊﾗ ﾙﾐｺ 秋田県40 5302 新井　清香 00:41:17ｱﾗｲ ｻﾔｶ 神奈川県41 5313 鈴木円 00:42:16ｽｽﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 東京都42 5335 佐々木　照美 00:42:40ｻｻｷ ﾃﾙﾐ 宮城県43 5410 大和田　真純 00:42:47ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｽﾐ 陸前高田市44 5356 中野　奈菜子 00:42:52ﾅｶﾉ ﾅﾅｺ 滝沢市45 5353 坂本　麻奈美 00:42:58ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ 釜石市46 5304 深見　咲 00:43:23ﾌｶﾐ ｻｷ 宮古市47 5401 佐藤　江里香 00:44:51ｻﾄｳ ｴﾘｶ 陸前高田市48 5348 酒井　菜穂子 00:44:57ｻｶｲ ﾅﾎｺ 住田町49 5404 狐鼻　絢子 00:45:56ｷﾂﾈﾊﾅ ｱﾔｺ 陸前高田市50 5405 吉元　春香 00:45:56ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 陸前高田市 1/2 ページTimed by　アイサム
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5.5km女子高校生以上5.5km女子高校生以上5.5km女子高校生以上5.5km女子高校生以上

カナ 都市名51 5409 金野　美奈子 00:45:59ｺﾝﾉ ﾐﾅｺ 陸前高田市52 5337 小嶋　綾子 00:46:32ｺｼﾞﾏ ｱﾔｺ 埼玉県53 5323 佐藤　志津子 住友生命 00:48:42ｻﾄｳ ｼﾂﾞｺ 陸前高田市54 5403 熊谷　明美 住友生命陸前高田支部 00:48:42ｸﾏｶﾞｲ ｱｹﾐ 陸前高田市55 5339 宇都宮　真弓 00:48:45ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏﾕﾐ 千葉県56 5351 千葉　由希子 00:50:44ﾁﾊﾞ ﾕｷｺ 一関市57 5330 舘柳　恵美子 00:51:31ﾀﾃﾔﾅｷﾞ ｴﾐｺ 花巻市58 5328 川村　美幸 00:51:32ｶﾜﾑﾗ ﾐﾕｷ 花巻市
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