
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

10km高校・一般女子49歳以下10km高校・一般女子49歳以下10km高校・一般女子49歳以下10km高校・一般女子49歳以下

カナ 都市名1 1304 漆戸　雛 石巻専修大学２年 00:37:02ｳﾙｼﾄﾞ ﾋﾅ2 1236 阿部　ゆか 00:45:49ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県3 1207 谷地　奈々江 00:46:23ﾔﾁ ﾅﾅｴ 宮城県4 1222 金野　美香 ウィルランズ 00:46:54ｺﾝﾉ ﾐｶ 宮城県5 1264 松野下　のどか 00:48:27ﾏﾂﾉｼﾀ ﾉﾄﾞｶ 宮城県6 1275 尾田　衣重 00:48:43ｵﾀﾞ ｷﾇｴ 宮城県7 1260 高橋　未希 Ｒミッキーズ 00:49:34ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 宮城県8 1267 及川　怜奈 00:49:47ｵｲｶﾜ ﾚﾅ 宮城県9 1202 ベネディクト　エスター 00:51:44宮城県10 1305 金岡　芳美 00:51:45ｶﾅｵｶ ﾖｼﾐ 千葉県11 1298 竹中　友紀子 ㈱光文社 00:53:12ﾀｹﾅｶ ﾕｷｺ 東京都12 1213 初澤　さゆり 00:53:15ﾊﾂｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 宮城県13 1250 木村　絵里 00:53:36ｷﾑﾗ ｴﾘ 宮城県14 1245 西田　和恵 00:54:14ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｴ 宮城県15 1227 池田　千春 00:54:25ｲｹﾀﾞ ﾁﾊﾙ 宮城県16 1233 小林　才子 00:55:02ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｺ 神奈川県17 1280 片岡　綾音 00:55:04ｶﾀｵｶ ｱﾔﾈ 宮城県18 1292 藤井　やよい ㈱光文社 00:55:08ﾌｼﾞｲ ﾔﾖｲ 東京都19 1204 吉田　絵里 00:55:31ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 宮城県20 1234 大内　恵理子 00:55:45ｵｵｳﾁ ｴﾘｺ 宮城県21 1219 石川　裕佳子 00:55:48ｲｼｶﾜ ﾕｶｺ 宮城県22 1297 前田　ゆか ㈱光文社 00:55:51ﾏｴﾀﾞ ﾕｶ 東京都23 1203 佐々木　晶子 00:56:00ｻｻｷ ｱｷｺ 宮城県24 1301 見学　裕巳子 ㈱光文社 00:56:18ｹﾝｶﾞｸ ﾕﾐｺ 東京都25 1287 高橋　遥香 00:56:50ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 宮城県26 1273 内海　絵梨香 00:56:52ｳﾂﾐ ｴﾘｶ 宮城県27 1230 阿部　まゆみ 00:57:39ｱﾍﾞ ﾏﾕﾐ 宮城県28 1217 吉田　絵里 00:58:07ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 宮城県29 1284 菅原　綾子 00:58:26ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔｺ 宮城県30 1282 遠藤　みゆき 00:58:38ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 宮城県31 1239 上野　暁子 00:58:53ｳｴﾉ ｱｷｺ 宮城県32 1208 阿部　佳奈絵 00:59:00ｱﾍﾞ ｶﾅｴ 宮城県33 1228 郷野　千代子 00:59:09ｺﾞｳﾉ ﾁﾖｺ 山形県34 1243 工藤　未来 00:59:40ｸﾄﾞｳ ﾐｷ 山形県35 1272 仲道　晴香 東北学院大学 00:59:41ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｶ 宮城県36 1229 松原　千枝子 01:00:40ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁｴｺ 宮城県37 1266 前関　夢華 01:00:43ﾏｴｾﾞｷ ﾕﾒｶ 宮城県38 1302 小仲　志保 ㈱光文社 01:00:49ｺﾅｶ ｼﾎ 東京都39 1257 稲村　暢子 01:00:59ｲﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 東京都40 1283 熊田　智恵美 01:01:00ｸﾏﾀﾞ ﾁｴﾐ 宮城県41 1271 鈴木　菜央 01:01:30ｽｽﾞｷ ﾅｵ 宮城県42 1220 白石　智恵美 01:01:35ｼﾗｲｼ ﾁｴﾐ 宮城県43 1278 丹野　未樹菜 01:01:36ﾀﾝﾉ ﾐｷﾅ 宮城県44 1242 長山　めぐみ 01:01:40ﾅｶﾞﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 宮城県45 1268 豊岡　あさひ 01:01:53ﾄﾖｵｶ ｱｻﾋ 宮城県46 1214 内田　浩美 01:02:27ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宮城県47 1259 伊香　あかり 01:02:46ｲｺｳ ｱｶﾘ 東京都48 1223 笠原　綾子 横丁ＲＣ 01:02:58ｶｻﾊﾗ ｱﾔｺ 宮城県49 1289 佐藤　百合菜 東北学院大学 01:03:09ｻﾄｳ ﾕﾘﾅ 宮城県50 1244 渡辺　泉 01:03:12ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 宮城県print:2016/11/06 17:47:22 1/2 ページTimed by　アイサム
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10km高校・一般女子49歳以下10km高校・一般女子49歳以下10km高校・一般女子49歳以下10km高校・一般女子49歳以下

カナ 都市名51 1258 菅原　真未 ほっくん 01:03:12ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾐ 宮城県52 1281 久米田　千嘉 01:03:14ｸﾒﾀ ﾁｶ 宮城県53 1295 森永　満理 ㈱光文社 01:03:16ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏﾘ 東京都54 1225 亀山　佳世 01:03:25ｶﾒﾔﾏ ｶﾖ 宮城県55 1216 坂田　美加 01:03:29ｻｶﾀ ﾐｶ 静岡県56 1300 尾崎　亜沙子 ㈱光文社 01:03:41ｵｻﾞｷ ｱｻｺ 東京都57 1303 松井　美緒 ㈱光文社 01:04:04ﾏﾂｲ ﾐｵ 東京都58 1246 杉田　香織 01:04:32ｽｷﾞﾀ ｶｵﾘ 宮城県59 1209 西村　真由美 01:04:34ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕﾐ 宮城県60 1291 萩原　芳栄 ㈱光文社 01:05:08ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼｴ 東京都61 1296 小宮山　順子 ㈱光文社 01:05:11ｺﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 東京都62 1215 佐藤　華香 01:05:30ｻﾄｳ ﾊﾅｶ 宮城県63 1279 鎌田　真優 01:05:34ｶﾏﾀ ﾏﾕ 宮城県64 1240 根本　真紀 01:05:52ﾈﾓﾄ ﾏｷ 埼玉県65 1299 北野　法子 ㈱光文社 01:06:06ｷﾀﾉ ﾉﾘｺ 東京都66 1238 大場　久美子 01:06:29ｵｵﾊﾞ ｸﾐｺ 宮城県67 1253 出岡　三季 01:06:50ｲｽﾞｵｶ ﾐｷ 宮城県68 1211 庄司　真奈 01:07:44ｼｮｳｼﾞ ﾏﾅ 宮城県69 1212 本田　裕子 01:07:44ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｺ 宮城県70 1249 星　亜紀 健育会病院 01:07:45ﾎｼ ｱｷ 宮城県71 1293 朴　明子 ㈱光文社 01:07:53ﾎﾞｸ ｱｷｺ 東京都72 1270 佐藤　光奈美 01:08:02ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 山形県73 1269 長倉　育慧 01:08:25ﾅｶﾞｸﾗ ｲｸｴ 宮城県74 1252 二瓶　愛 01:09:28ﾆﾍｲ ｱｲ 宮城県75 1218 今野　華那 01:09:58ｺﾝﾉ ｶﾅ 神奈川県76 1285 若居　友紀恵 01:10:07ﾜｶｲ ﾕｷｴ 宮城県77 1288 生良志　純子 01:10:21ｾｲﾗｼ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県78 1290 佐藤　睦美 01:11:08ｻﾄｳ ﾑﾂﾐ 宮城県79 1247 鈴木　朝子 01:12:36ｽｽﾞｷ ｱｻｺ 宮城県80 1274 山口　里紗 01:13:52ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｻ 宮城県81 1237 斎藤　あゆみ ニューフレンド 01:14:35ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 宮城県82 1221 阿部　布美恵 01:15:04ｱﾍﾞ ﾌﾐｴ 宮城県83 1205 川嶋　名津子 01:15:22ｶﾜｼﾏ ﾅﾂｺ 神奈川県84 1262 イワイ　エミコ 01:17:48岩井 恵美子 宮城県85 1210 菅原　瞳 01:17:52ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ 宮城県86 1232 草木　久乃 01:18:20ｸｻｷ ﾋｻﾉ 東京都87 1256 きむら　さき 01:19:41ｷﾑﾗ ｻｷ 宮城県
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