
第3回いしのまき復興マラソン 2017/06/18
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 1366 千葉　悠里奈 石巻専修大学　女子競走部 00:36:22ﾁﾊﾞ ﾕﾘﾅ2 1365 深田　蘭菜 石巻専修大学　女子競走部 00:39:23ﾌｶﾀﾞ ﾗﾅ3 1342 井波　由希 ウィルランズ 00:40:02ｲﾅﾐ ﾕｷ 宮城県4 1321 阿部　百香 00:45:53ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県5 1319 金野　美香 ウィルランズ 00:46:38ｺﾝﾉ ﾐｶ 宮城県6 1316 山下　美奈子 00:49:03ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅｺ 宮城県7 1331 中津川　裕子 00:50:27ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 神奈川県8 1347 金岡　芳美 00:51:17ｶﾅｵｶ ﾖｼﾐ 宮城県9 1325 山崎　聡美 00:52:04ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄﾐ 宮城県10 1363 竹中　友紀子 （株）光文社　美ST編集部 00:52:35ﾀｹﾅｶ ﾕｷｺ 東京都11 1302 Ｃｈｒｉｓｔｅｎｂｅｒｒｙ　Ｌｏｒａ 00:53:28ｸﾘｽﾃﾝﾍﾞﾘ- ﾛ-ﾗ 宮城県12 1305 鎌田　京子 塩竈市立病院 00:55:45ｶﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ 宮城県13 1324 池田　千春 00:55:47ｲｹﾀﾞ ﾁﾊﾙ 宮城県14 1359 田中　悦子 （株）光文社　美ST編集部 00:56:12ﾀﾅｶ ｴﾂｺ 東京都15 1326 宍田　文子 仙台RC 00:56:46ｼｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 宮城県16 1346 兼子　葵実 00:56:50ｶﾈｺ ｱｲﾐ 山形県17 1315 山原　明日香 00:57:25ﾔﾏﾊﾗ ｱｽｶ 宮城県18 1303 成田　美佐 ふんばろうPJ 00:57:45ﾅﾘﾀ ﾐｻ 宮城県19 1358 大森　彩香 00:58:35ｵｵﾓﾘ ｱﾔｶ 宮城県20 1330 菅原　真樹子 makikoＲ 00:58:39ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｷｺ 宮城県21 1343 小川　奈津美 00:59:42ｵｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 宮城県22 1353 松原　千枝子 00:59:51ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁｴｺ 宮城県23 1301 ベネディクト　エスター 00:59:59宮城県24 1312 久我　綾 01:00:21ｸｶﾞ ｱﾔ 宮城県25 1328 土師　しのぶ 01:00:47ﾊｼ ｼﾉﾌﾞ 石川県26 1362 深山　純青 （株）光文社　美ST編集部 01:00:49ﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝｾｲ 東京都27 1314 山崎　明日香 01:00:59ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ 宮城県28 1364 重成　宏美 丸亀市 01:01:06ｼｹﾞﾅﾘ ﾋﾛﾐ 宮城県29 1351 藤原　由貴 01:01:13ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ 宮城県30 1350 佐藤　美加 01:01:20ｻﾄｳ ﾐｶ 宮城県31 1349 福田　由希子 01:01:20ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｺ 宮城県32 1329 伊藤　美保子 01:01:30ｲﾄｳ ﾐﾎｺ 宮城県33 1367 安藤　千紗 01:02:01ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｻ 千葉県34 1306 宍戸　朝 01:02:14ｼｼﾄﾞ ﾄﾓ 宮城県35 1308 木幡　千秋 01:02:14ｺﾊﾀ ﾁｱｷ 宮城県36 1360 藤井　やよい （株）光文社　美ST編集部 01:03:03ﾌｼﾞｲ ﾔﾖｲ 東京都37 1311 丹野　未樹菜 01:03:39ﾀﾝﾉ ﾐｷﾅ 宮城県38 1322 川田　結衣 01:04:12ｶﾜﾀ ﾕｲ 宮城県39 1345 伊藤　愛 会社員 01:04:41ｲﾄｳ ｱｲ 宮城県40 1352 平　靜 01:05:05ﾀｲﾗ ｼｽﾞｶ 宮城県41 1336 北村　明子 01:05:15ｷﾀﾑﾗ ｱｷｺ 宮城県42 1341 小川　貴子 01:05:17ｵｶﾞﾜ ﾀｶｺ 東京都43 1361 朴　明子 （株）光文社　美ST編集部 01:05:43ﾎﾞｸ ｱｷｺ 東京都44 1307 西村　真由美 01:06:54ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕﾐ 宮城県45 1332 君和田　麻子 01:07:19ｷﾐﾜﾀﾞ ｱｻｺ 東京都46 1338 渡邊　泉 01:07:23ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 宮城県47 1355 松谷　瞳 西走会 01:07:48ﾏﾂﾔ ﾋﾄﾐ 宮城県48 1310 内田　浩美 01:08:22ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宮城県49 1318 白石　智恵美 01:11:11ｼﾗｲｼ ﾁｴﾐ 宮城県50 1317 高田　有子 ラン活にいがた 01:13:22ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｺ 新潟県 1/2 ページTimed by　アイサム



第3回いしのまき復興マラソン 2017/06/18
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51 1340 齋藤　正子 01:14:04ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 埼玉県52 1327 古澤　皇枝 チームゆる部屋 01:16:40ﾌﾙｻﾜ ｷﾐｴ 宮城県53 1313 照井　理絵 01:16:41ﾃﾙｲ ﾘｴ 宮城県54 1337 チバ　ミワ 01:17:42ﾁﾊﾞ ﾐﾜ 宮城県55 1304 廣長　瑞穂 01:18:09ﾋﾛﾁｮｳ ﾐｽﾞﾎ 宮城県56 1309 遠藤　育美 01:20:59ｴﾝﾄﾞｳ ｲｸﾐ 宮城県57 1354 生良志　純子 01:22:13ｾｲﾗｼ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県
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