
第2回いしのまき復興マラソン 2016/11/06
順位 氏名 所属クラブ 記録ゼッケン

3km中学生女子3km中学生女子3km中学生女子3km中学生女子

カナ 都市名1 3301 林　瞳花 矢本一中 00:11:40ﾊﾔｼ ｵﾄｶ 宮城県2 3302 下窪　彩音 矢本一中 00:11:47ｼﾓｸﾎﾞ ｱﾔﾈ 宮城県3 3306 本田　姫星 稲井中学校 00:12:04ﾎﾝﾀﾞ ｷﾗﾗ 宮城県4 3371 三井田　琉凪 石巻市立渡波中学校 00:14:38ﾐﾂｲﾀﾞ ﾙﾅ 宮城県5 3363 大森　双葉 石巻市立渡波中学校 00:14:38ｵｵﾓﾘ ﾌﾀﾊﾞ 宮城県6 3303 岩淵　春花 00:15:47ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 宮城県7 3411 土井　柚香 石巻市立渡波中学校 00:15:54ﾄﾞｲ ﾕｽﾞｶ 宮城県8 3362 遠藤　瑠優雅 石巻市立渡波中学校 00:16:06ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｳｱ 宮城県9 3379 千葉　香奈 石巻市立渡波中学校 00:16:39ﾁﾊﾞ ｶﾅ 宮城県10 3381 成澤　茉央 石巻市立渡波中学校 00:16:56ﾅﾘｻﾜ ﾏｵ 宮城県11 3396 今泉　里央 石巻市立渡波中学校 00:16:56ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｵ 宮城県12 3412 兵頭　愛梨 石巻市立渡波中学校 00:17:02ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｲﾘ 宮城県13 3400 雁部　瑠衣 石巻市立渡波中学校 00:17:14ｶﾞﾝﾍﾞ ﾙｲ 宮城県14 3436 佐藤　瞳 石巻市立渡波中学校 00:17:25ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 宮城県15 3358 阿部　楓 石巻市立渡波中学校 00:17:32ｱﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 宮城県16 3401 菊地　夢羽 石巻市立渡波中学校 00:17:32ｷｸﾁ ﾕﾒﾊ 宮城県17 3328 亀山　珠帆 石巻市立渡波中学校 00:17:40ｶﾒﾔﾏ ｼｭﾎ 宮城県18 3356 中山　莉緒 石巻市立渡波中学校 00:17:40ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ 宮城県19 3385 阿部　樹 石巻市立渡波中学校 00:17:48ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 宮城県20 3319 髙橋　莉央 石巻市立渡波中学校 00:17:50ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 宮城県21 3391 齋藤　優良 石巻市立渡波中学校 00:17:51ｻｲﾄｳ ﾕﾗ 宮城県22 3305 天野　ひかる たなかくらぶ 00:17:53ｱﾏﾉ ﾋｶﾙ 宮城県23 3443 山本　成佳 石巻市立渡波中学校 00:18:08ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｶ 宮城県24 3312 内海　凜音 石巻市立渡波中学校 00:18:10ｳﾂﾐ ﾘﾉﾝ 宮城県25 3426 志摩　なおみ 石巻市立渡波中学校 00:18:14ｼﾏ ﾅｵﾐ 宮城県26 3376 佐々木　眞衣 石巻市立渡波中学校 00:18:16ｻｻｷ ﾏｲ 宮城県27 3372 遠藤　愛奈 石巻市立渡波中学校 00:18:25ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ 宮城県28 3407 亀山　笑沙 石巻市立渡波中学校 00:18:28ｶﾒﾔﾏ ｴﾐｻ 宮城県29 3405 千葉　美幸 石巻市立渡波中学校 00:18:35ﾁﾊﾞ ﾐﾕｷ 宮城県30 3409 木村　百花 石巻市立渡波中学校 00:18:44ｷﾑﾗ ﾓﾓｶ 宮城県31 3316 木村　杏名 石巻市立渡波中学校 00:18:47ｷﾑﾗ ｱﾝﾅ 宮城県32 3389 亀山　珠月 石巻市立渡波中学校 00:18:55ｶﾒﾔﾏ ﾐﾂｷ 宮城県33 3382 長谷川　来夢 石巻市立渡波中学校 00:18:56ﾊｾｶﾞﾜ ﾗﾑ 宮城県34 3366 齋藤　空花 石巻市立渡波中学校 00:18:58ｻｲﾄｳ ｿﾗｶ 宮城県35 3384 本田　彩乃 石巻市立渡波中学校 00:18:58ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ 宮城県36 3435 亀山　莉子 石巻市立渡波中学校 00:19:05ｶﾒﾔﾏ ﾘｺ 宮城県37 3324 渡辺　明日香 石巻市立渡波中学校 00:19:07ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 宮城県38 3375 加藤　花耶 石巻市立渡波中学校 00:19:36ｶﾄｳ ｶﾔ 宮城県39 3378 杉浦　亜美 石巻市立渡波中学校 00:19:40ｽｷﾞｳﾗ ｱﾐ 宮城県40 3377 菅原　彩加 石巻市立渡波中学校 00:19:41ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔｶ 宮城県41 3329 軽部　純未 石巻市立渡波中学校 00:19:54ｶﾙﾍﾞ ｱﾂﾐ 宮城県42 3311 安海　実奈美 石巻市立渡波中学校 00:20:00ｱﾝｶｲ ﾐﾅﾐ 宮城県43 3393 髙橋　美結 石巻市立渡波中学校 00:20:02ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 宮城県44 3404 佐藤　りるな 石巻市立渡波中学校 00:20:20ｻﾄｳ ﾘﾙﾅ 宮城県45 3415 村上　あおぞら 石巻市立渡波中学校 00:20:22ﾑﾗｶﾐ ｱｵｿﾞﾗ 宮城県46 3399 尾形　日和 石巻市立渡波中学校 00:20:25ｵｶﾞﾀ ﾋﾖﾘ 宮城県47 3410 佐藤　沙和 石巻市立渡波中学校 00:20:25ｻﾄｳ ｻﾜ 宮城県48 3360 安部　陵 石巻市立渡波中学校 00:20:30ｱﾝﾍﾞ ﾘｮｳ 宮城県49 3361 板垣　優香 石巻市立渡波中学校 00:20:37ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳｶ 宮城県50 3332 小山　詩織 石巻市立渡波中学校 00:21:07ｺﾔﾏ ｼｵﾘ 宮城県print:2016/11/06 17:49:27 1/3 ページTimed by　アイサム
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3km中学生女子3km中学生女子3km中学生女子3km中学生女子

カナ 都市名51 3309 阿部　夢美 石巻市立渡波中学校 00:21:10ｱﾍﾞ ﾑﾐ 宮城県52 3315 亀山　陽帆 石巻市立渡波中学校 00:21:10ｶﾒﾔﾏ ﾋﾅﾎ 宮城県53 3350 亀山　陽代里 石巻市立渡波中学校 00:21:11ｶﾒﾔﾏ ﾋﾖﾘ 宮城県54 3340 山下　静香 石巻市立渡波中学校 00:21:12ﾔﾏｼﾀ ｼｽﾞｶ 宮城県55 3442 松本　愛香 石巻市立渡波中学校 00:21:15ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅｶ 宮城県56 3434 遠藤　愛歩 石巻市立渡波中学校 00:21:15ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ 宮城県57 3431 宮林　陽菜 石巻市立渡波中学校 00:21:50ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 宮城県58 3413 伏見　千乃 石巻市立渡波中学校 00:21:51ﾌｼﾐ ﾁﾉ 宮城県59 3327 内海　永理 石巻市立渡波中学校 00:21:54ｳﾂﾐ ｴﾘ 宮城県60 3318 髙橋　愛結 石巻市立渡波中学校 00:21:54ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 宮城県61 3419 遠藤　由菜 石巻市立渡波中学校 00:21:58ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 宮城県62 3408 木村　日南 石巻市立渡波中学校 00:22:04ｷﾑﾗ ﾋﾅ 宮城県63 3414 本田　有沙 石巻市立渡波中学校 00:22:04ﾎﾝﾀﾞ ｱﾘｻ 宮城県64 3423 佐々木　望愛 石巻市立渡波中学校 00:22:12ｻｻｷ ﾉｱ 宮城県65 3397 遠藤　華 石巻市立渡波中学校 00:22:12ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 宮城県66 3398 大景　帆香 石巻市立渡波中学校 00:22:12ｵｵｶｹﾞ ﾎﾉｶ 宮城県67 3420 杉山　りな 石巻市立渡波中学校 00:22:21ｵｵｴ ﾘﾅ 宮城県68 3336 千葉　朱李 石巻市立渡波中学校 00:22:33ﾁﾊﾞ ｱｶﾘ 宮城県69 3338 平塚　愛菜 石巻市立渡波中学校 00:22:34ﾋﾗﾂｶ ｱｲﾅ 宮城県70 3403 佐藤　碧 石巻市立渡波中学校 00:22:34ｻﾄｳ ｱｵｲ 宮城県71 3374 大野　明日香 石巻市立渡波中学校 00:22:34ｵｵﾉ ｱｽｶ 宮城県72 3353 佐藤　笑瑠 石巻市立渡波中学校 00:22:42ｻﾄｳ ｴﾙ 宮城県73 3359 安藤　愛梨花 石巻市立渡波中学校 00:22:43ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ 宮城県74 3380 津田　萌那 石巻市立渡波中学校 00:22:45ﾂﾀﾞ ﾓｴﾅ 宮城県75 3367 鈴木　愛実 石巻市立渡波中学校 00:22:55ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 宮城県76 3439 高橋　柚 石巻市立渡波中学校 00:22:58ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞ 宮城県77 3433 石川　花音 石巻市立渡波中学校 00:23:01ｲｼｶﾜ ｶﾉﾝ 宮城県78 3337 時田　日和 石巻市立渡波中学校 00:23:02ﾄｷﾀ ﾋﾖﾘ 宮城県79 3347 氏家　渚沙 石巻市立渡波中学校 00:23:12ｳｼﾞｲｴ ﾅｷﾞｻ 宮城県80 3373 遠藤　芽郁 石巻市立渡波中学校 00:23:22ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 宮城県81 3386 阿部　夏海 石巻市立渡波中学校 00:23:28ｱﾍﾞ ﾅﾂﾐ 宮城県82 3343 阿部　南々帆 石巻市立渡波中学校 00:23:36ｱﾍﾞ ﾅﾅﾎ 宮城県83 3339 村松　寛美 石巻市立渡波中学校 00:23:38ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾐ 宮城県84 3432 阿部　唯茉 石巻市立渡波中学校 00:23:38ｱﾍﾞ ﾕﾏ 宮城県85 3364 今野　七海 石巻市立渡波中学校 00:23:50ｺﾝﾉ ﾅﾅﾐ 宮城県86 3369 平塚　絢音 石巻市立渡波中学校 00:23:50ﾋﾗﾂｶ ｱﾔﾈ 宮城県87 3326 阿部　朝妃 石巻市立渡波中学校 00:23:51ｱﾍﾞ ｱｻﾋ 宮城県88 3308 阿部　なつみ 石巻市立渡波中学校 00:23:54ｱﾍﾞ ﾅﾂﾐ 宮城県89 3325 相澤　菜智 石巻市立渡波中学校 00:23:54ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾁ 宮城県90 3321 丹野　礼菜 石巻市立渡波中学校 00:23:55ﾀﾝﾉ ﾚﾅ 宮城県91 3313 遠藤　乃愛 石巻市立渡波中学校 00:23:55ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｱ 宮城県92 3331 清原　采夏 石巻市立渡波中学校 00:23:55ｷﾖﾊﾗ ｱﾔｶ 宮城県93 3322 津田　亜胡 石巻市立渡波中学校 00:23:55ﾂﾀﾞ ｱｺ 宮城県94 3437 島田　紗楓 石巻市立渡波中学校 00:24:06ｼﾏﾀﾞ ｽｽﾞｶ 宮城県95 3427 髙橋　優菜 石巻市立渡波中学校 00:24:06ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 宮城県96 3438 嶋田　もえ 石巻市立渡波中学校 00:24:06ｼﾏﾀﾞ ﾓｴ 宮城県97 3330 雁部　愛梨 石巻市立渡波中学校 00:24:14ｶﾞﾝﾍﾞ ｱｲﾘ 宮城県98 3429 津田　彩佳 石巻市立渡波中学校 00:24:22ﾂﾀﾞ ｱﾔｶ 宮城県99 3424 佐藤　咲空 石巻市立渡波中学校 00:24:24ｻﾄｳ ｷﾗ 宮城県100 3444 鷲見　美玲愛 石巻市立渡波中学校 00:24:24ﾜｼﾐ ﾐﾚｱ 宮城県print:2016/11/06 17:49:27 2/3 ページTimed by　アイサム
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3km中学生女子3km中学生女子3km中学生女子3km中学生女子

カナ 都市名101 3346 今井　鈴音 石巻市立渡波中学校 00:24:25ｲﾏｲ ｽｽﾞﾈ 宮城県102 3430 三浦　妃菜 石巻市立渡波中学校 00:24:25ﾐｳﾗ ﾋﾅ 宮城県103 3365 齋藤　絵里 石巻市立渡波中学校 00:24:29ｻｲﾄｳ ｴﾘ 宮城県104 3368 髙橋　乃々佳 石巻市立渡波中学校 00:24:29ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ 宮城県105 3383 保原　愛奈 石巻市立渡波中学校 00:24:30ﾎﾊﾞﾗ ﾏﾅ 宮城県106 3441 星永　里琉 石巻市立渡波中学校 00:24:38ﾎｼﾅｶﾞ ﾘﾙ 宮城県107 3440 日野　爽亜 石巻市立渡波中学校 00:24:38ﾋﾉ ｿｱ 宮城県108 3421 小山　和子 石巻市立渡波中学校 00:24:46ｵﾔﾏ ﾜｺ 宮城県109 3402 木村　美晴 石巻市立渡波中学校 00:24:54ｷﾑﾗ ﾐﾊﾙ 宮城県110 3406 三浦　光 石巻市立渡波中学校 00:24:55ﾐｳﾗ ﾋｶﾘ 宮城県111 3394 相澤　遥 石巻市立渡波中学校 00:25:54ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 宮城県112 3310 阿部　璃奈 石巻市立渡波中学校 00:26:22ｱﾍﾞ ﾘﾅ 宮城県113 3320 武山　柚希 石巻市立渡波中学校 00:26:22ﾀｹﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 宮城県114 3354 佐藤　涼香 石巻市立渡波中学校 00:26:22ｻﾄｳ ﾘｮｳｶ 宮城県115 3351 菅野　理緒 石巻市立渡波中学校 00:26:22ｶﾝﾉ ﾘｵ 宮城県116 3425 渋谷　ひかり 石巻市立渡波中学校 00:26:37ｼﾌﾞﾔ ﾋｶﾘ 宮城県117 3418 阿部　来愛 石巻市立渡波中学校 00:26:38ｱﾍﾞ ﾗｲｱ 宮城県118 3342 阿部　聖羅 石巻市立渡波中学校 00:28:51ｱﾍﾞ ｾｲﾗ 宮城県119 3307 阿部　沙莉奈 石巻市立渡波中学校 00:28:52ｱﾍﾞ ｻﾘﾅ 宮城県120 3387 阿部　優依 石巻市立渡波中学校 00:30:13ｱﾍﾞ ﾕｲ 宮城県121 3341 上野　愛莉 石巻市立渡波中学校 00:30:51ｳｴﾉ ｱｲﾘ 宮城県122 3395 阿部　唯奈 石巻市立渡波中学校 00:31:24ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 宮城県

print:2016/11/06 17:49:27 3/3 ページTimed by　アイサム


