
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

ハーフマラソン女子18歳以上ハーフマラソン女子18歳以上ハーフマラソン女子18歳以上ハーフマラソン女子18歳以上

カナ 都市名1 525 大須　美律子 石巻ＲＣ 01:33:56ｵｵｽ ﾐﾂｺ 宮城県2 505 加藤　香里 01:37:33ｶﾄｳ ｶｵﾘ 愛知県3 515 阿部　真紀 01:41:24ｱﾍﾞ ﾏｷ 宮城県4 538 加藤　恵美 01:42:45ｶﾄｳ ｴﾐ 宮城県5 527 高田　かおり 七生SJK★ 01:42:52ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都6 535 伊達　未来 松島歓走会 01:45:31ﾀﾞﾃ ﾐﾗｲ 宮城県7 526 二階堂　紀子 バイキン城 01:45:36ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 神奈川県8 541 本多　ありさ 01:46:12ﾎﾝﾀﾞ ｱﾘｻ 東京都9 501 佐藤　まり子 01:48:40ｻﾄｳ ﾏﾘｺ 宮城県10 540 中谷　晴美 01:49:06ﾅｶﾔ ﾊﾙﾐ 東京都11 523 進藤　久美 諏訪市陸協 01:52:09ｼﾝﾄﾞｳ ｸﾐ 長野県12 557 酒井　佑子 01:53:01ｻｶｲ ﾕｳｺ 宮城県13 518 小嶋　麻子 ＪＡいしのまき 01:54:02ｵｼﾞﾏ ｱｻｺ 宮城県14 574 福地　若緒 01:54:24ﾌｸﾁ ﾜｶｵ 宮城県15 546 小山　妙子 01:54:36ｵﾔﾏ ﾀｴｺ 東京都16 503 クリステンベリー　ローラ 01:54:42ｸﾘｽﾃﾝﾍﾞﾘ- ﾛ-ﾗ 宮城県17 531 藤澤　美樹 01:57:01ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｷ 宮城県18 506 田上　雪子 富小親児の会 01:57:24ﾀｶﾞﾐ ﾕｷｺ 宮城県19 550 堀内　南美 01:58:03ﾎﾘｳﾁ ﾐﾅﾐ 宮城県20 513 尾張　望実 02:00:57ｵﾜﾘ ﾉｿﾞﾐ 宮城県21 522 熊谷　裕子 02:02:14ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｺ 宮城県22 511 可児　いづみ 02:06:59ｶﾆ ｲﾂﾞﾐ 岐阜県23 502 千田　こゆき 02:07:47ﾁﾀﾞ ｺﾕｷ 宮城県24 530 村瀬　貴美子 02:08:36ﾑﾗｾ ｷﾐｺ 宮城県25 544 高野　由里子 02:08:44ﾀｶﾉ ﾕﾘｺ 宮城県26 545 落合　庸子 02:08:52ｵﾁｱｲ ﾖｳｺ 福島県27 520 小林　恵子 荒野ランナーズ 02:09:04ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 新潟県28 521 柏倉　淳子 02:09:19宮城県29 534 吉川　貴子 02:09:35ﾖｼｶﾜ ﾀｶｺ 神奈川県30 572 高橋　杏奈 02:09:36ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 宮城県31 543 大丸　亜子 02:10:26ｵｵﾏﾙ ｱｺ 東京都32 581 金野　摩耶 02:11:12ｺﾝﾉ ﾏﾔ 宮城県33 517 増田　里子 02:11:12ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｺ 宮城県34 512 福士　夏織 02:11:21ﾌｸｼ ｶｵﾘ 宮城県35 558 中川　茜 02:11:28ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾈ 宮城県36 537 近藤　洋美 02:11:35ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 宮城県37 507 村岡　美智子 メッシュRC 02:11:50ﾑﾗｵｶ ﾐﾁｺ 宮城県38 578 佐々木麻美子 02:12:13ｻｻｷ ﾏﾐｺ 宮城県39 577 日野　愛美 02:12:24ﾋﾉ ﾒｸﾞﾐ 宮城県40 542 渡辺　幸子 02:12:57ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁｺ 宮城県41 553 田澤　悠 石巻 02:13:04ﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 宮城県42 554 相澤　はづき 02:15:27ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 宮城県43 575 相沢　麻美 定禅寺ＤＣ 02:15:45ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾐ 宮城県44 560 尾形　萌江 02:16:18ｵｶﾞﾀ ﾓｴ 宮城県45 529 亀山　由美子 ジョイフィット 02:16:34ｶﾒﾔﾏ ﾕﾐｺ 宮城県46 555 佐藤　みなみ 02:16:48ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 宮城県47 524 砂押　明美 02:16:58ｽﾅｵｼ ｱｹﾐ 神奈川県48 532 太田　祥子 02:17:10ｵｵﾀ ｻﾁｺ 愛知県49 552 森田　怜 日本製紙 02:18:02ﾓﾘﾀ ｻﾄ 東京都50 547 佐々木　綾 02:19:57ｻｻｷ ｱﾔ 宮城県print:2016/11/06 17:46:17 1/2 ページTimed by　アイサム
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ハーフマラソン女子18歳以上ハーフマラソン女子18歳以上ハーフマラソン女子18歳以上ハーフマラソン女子18歳以上

カナ 都市名51 573 女池　こすも 02:22:01ﾒｲｹ ｺｽﾓ 宮城県52 570 小川　奈津美 02:23:48ｵｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 静岡県53 566 木村　瑠伽 02:23:50ｷﾑﾗ ﾙｶ 宮城県54 563 越後　那南 02:24:43ｴﾁｺﾞ ﾅﾅ 宮城県55 582 石川　奈々 トヨタ自動車東日本株式会社 02:24:52ｲｼｶﾜ ﾅﾅ 岩手県56 585 高橋　千沙子 02:25:36ﾀｶﾊｼ ﾁｻｺ 宮城県57 559 柴田　奈都香 02:25:36ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂｶ 高知県58 539 松岡　佳代子 02:28:07ﾏﾂｵｶ ｶﾖｺ 東京都59 510 渋谷　志帆 02:28:46ｼﾌﾞﾔ ｼﾎ 宮城県60 536 開澤　あゆ子 02:28:51ｶｲｻﾞﾜ ｱﾕｺ 東京都61 548 佐藤　玲花 02:28:51ｻﾄｳ ﾚｲｶ 東京都62 508 川本　翼 02:29:19ｶﾜﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 宮城県63 583 千葉　和美 トヨタ自動車東日本株式会社 02:33:07ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾐ 岩手県64 561 佐々木　茉耶 02:34:03ｻｻｷ ﾏﾔ 宮城県65 576 丹野　菜都 02:34:09ﾀﾝﾉ ﾅﾂ 宮城県66 549 川越　明日香 02:34:46ｶﾜｺﾞｴ ｱｽｶ 長崎県67 580 石谷　美波 02:36:31ｲｼｲ ﾐﾜ 山形県68 504 木口　信子 完走野菜 02:41:42ｷｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｺ 長野県
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