
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

5km高校・一般女子49歳以下5km高校・一般女子49歳以下5km高校・一般女子49歳以下5km高校・一般女子49歳以下

カナ 都市名1 2263 庄司　琴美 石巻専修大学　女子競走部 00:17:13ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾐ2 2260 川崎　美祈 石巻専修大学　女子競走部 00:18:01ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ3 2259 漆戸　雛 石巻専修大学　女子競走部 00:18:04ｳﾙｼﾄﾞ ﾋﾅ4 2261 牧野　あや 石巻専修大学　女子競走部 00:18:26ﾏｷﾉ ｱﾔ5 2258 高橋　七海 石巻専修大学　女子競走部 00:18:38ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ6 2264 芳賀　路乃 ㈱宮崎建設 00:20:27ﾊｶﾞ ﾐﾁﾉ7 2222 佐藤　明子 00:21:15ｻﾄｳ ｱｷｺ 宮城県8 2266 東海林　茉弥 ㈱宮崎建設 00:22:11ｼｮｳｼﾞ ﾏﾔ9 2206 渡辺　江身子 00:22:40ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ 宮城県10 2230 谷地　奈々江 一代目MSB 00:22:51ﾔﾁ ﾅﾅｴ 宮城県11 2219 高野　智代 00:23:06ﾀｶﾉ ﾄﾓﾖ 宮城県12 2227 浦山　真衣 00:23:34ｳﾗﾔﾏ ﾏｲ 宮城県13 2265 佐藤　蘭偉 ㈱宮崎建設 00:23:57ｻﾄｳ ﾗｲ14 2234 奥田　めぐみ 石巻RC 00:24:21ｵｸﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 宮城県15 2214 畑中　博美 00:25:01ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 宮城県16 2205 大澤　純子 株式会社　英 00:25:27ｵｵｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県17 2215 山田　沙希 00:26:26ﾔﾏﾀﾞ ｻｷ 宮城県18 2229 今野　洋子 00:26:43ｺﾝﾉ ﾖｳｺ 宮城県19 2221 及川　いずみ 00:27:22ｵｲｶﾜ ｲｽﾞﾐ 宮城県20 2213 佐々木　絢音 00:27:24ｻｻｷ ｱﾔﾈ 宮城県21 2241 石井　翠 00:27:56ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 東京都22 2251 加藤　真智子 チーム石塚 00:28:42ｶﾄｳ ﾏﾁｺ 東京都23 2238 阿部　遥奈 会社員 00:28:52ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 宮城県24 2216 横尾　佳智江 00:29:44ﾖｺｵ ｶﾁｴ 宮城県25 2243 藤原　真澄 00:29:54ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｽﾐ 宮城県26 2256 佐藤　佳子 00:30:37ｻﾄｳ ｹｲｺ 宮城県27 2226 菊地　富美 00:30:48ｷｸﾁ ﾌﾐ 宮城県28 2218 高橋　瑠理 00:31:36ﾀｶﾊｼ ﾙﾘ 宮城県29 2244 植竹　舞 00:31:45ｳｴﾀｹ ﾏｲ 宮城県30 2217 髙橋　杏奈 00:31:45ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 宮城県31 2245 庄子　梓 00:31:46ｼｮｳｼﾞ ｱｽﾞｻ 宮城県32 2254 山田　友里 00:31:47ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘ 宮城県33 2220 羽賀　智美 00:32:23ﾊｶﾞ ﾄﾓﾐ 宮城県34 2201 佐藤　淳子 00:32:35ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県35 2203 熊谷　一美 00:32:50ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾐ 宮城県36 2231 松川　琴枝 00:33:13ﾏﾂｶﾜ ｺﾄｴ 宮城県37 2257 江沢　真実 00:33:14ｴｻﾞﾜ ﾏﾐ 宮城県38 2239 飯塚　由梨 00:33:21ｲｲﾂﾞｶ ﾕﾘ 東京都39 2255 佐藤　なおみ 00:33:44ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 宮城県40 2250 黒田　啓子 00:33:46ｸﾛﾀﾞ ｹｲｺ 東京都41 2235 佐々木　真利 00:34:57ｻｻｷ ﾏﾘ 宮城県42 2242 清水　めぐみ 00:36:12ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 宮城県43 2225 笠谷　麻衣 AKAGI 00:36:14ｶｻﾀﾆ ﾏｲ 宮城県44 2249 井澤　美奈子 00:37:01ｲｻﾜ ﾐﾅｺ 宮城県45 2207 佐藤　和可子 00:37:07ｻﾄｳ ﾜｶｺ 宮城県46 2253 大童　のぞみ 00:37:33ｵｵﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 宮城県47 2252 渡辺　みずほ 00:38:14ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 東京都48 2237 佐藤　詩緒理 00:38:22ｻﾄｳ ｼｵﾘ 宮城県49 2212 大塚　洋子 00:38:27ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ 宮城県50 2209 菅原　瞳 00:38:29ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ 宮城県 1/2 ページTimed by　アイサム
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5km高校・一般女子49歳以下5km高校・一般女子49歳以下5km高校・一般女子49歳以下5km高校・一般女子49歳以下

カナ 都市名51 2247 赤間　朋子 00:38:41ｱｶﾏ ﾄﾓｺ 宮城県52 2233 鈴木　美保 00:39:29ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 宮城県53 2236 我孫子　晴香 00:39:36ｱﾋﾞｺ ﾊﾙｶ 宮城県54 2208 桑添　愛 00:41:04ｸﾜｿﾞｴ ｱｲ 宮城県55 2210 白石　由香里 KET 00:45:14ｼﾗｲｼ ﾕｶﾘ 宮城県
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