
第4回いしのまき復興マラソン 2018/06/24
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1 683 千葉　悠里奈 石巻専修大学女子競走部 01:24:39ﾁﾊﾞ ﾕﾘﾅ 宮城県2 684 原田　詠麻 石巻専修大学女子競走部 01:27:23ﾊﾗﾀﾞ ｴﾏ 宮城県3 669 本間　未来 ｗａｉｔｏｓ 01:29:12ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ 山形県4 629 盧舒怡 中国温洲市 01:33:20Lu shu yi 中国5 602 五十嵐　妙子 登米市民病院 01:34:31ｲｶﾞﾗｼ ﾀｴｺ 宮城県6 676 高橋　利恵 仙台赤十字病院 01:41:53ﾀｶﾊｼ ﾘｴ 宮城県7 681 内海　美咲 トヨタ自動車東日本株式会社 01:42:33ｳﾁｳﾐ ﾐｻｷ 宮城県8 607 及川　安紀子 01:44:27ｵｲｶﾜ ｱｷｺ 宮城県9 638 尾田　衣重 走り隊 01:46:39ｵﾀﾞ ｷﾇｴ 宮城県10 646 高田　かおり 七生SJK 01:47:45ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都11 650 本多　ありさ 01:52:40ﾎﾝﾀﾞ ｱﾘｻ 神奈川県12 622 阿部　真紀 01:53:03ｱﾍﾞ ﾏｷ 宮城県13 651 遠藤　真美 お惣菜の田村屋 01:54:52ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ 群馬県14 674 酒井　佑子 01:55:30ｻｶｲ ﾕｳｺ 埼玉県15 603 佐藤　由香 01:55:42ｻﾄｳ ﾕｶ 宮城県16 605 佐藤　恵美 01:57:18ｻﾄｳ ｴﾐ 宮城県17 667 星　美保 01:58:58ﾎｼ ﾐﾎ 宮城県18 612 三浦　智恵 02:00:48ﾐｳﾗ ﾁｴ 宮城県19 608 石関　亜紀 足利走友会 02:00:55ｲｼｾﾞｷ ｱｷ 栃木県20 635 熊谷　裕子 02:01:54ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｺ 宮城県21 637 金子　利香 02:04:27ｶﾈｺ ﾘｶ 山形県22 653 阿部　佳子 02:05:50ｱﾍﾞ ﾖｼｺ 新潟県23 611 小高　早苗 02:07:00ｵﾀﾞｶ ｻﾅｴ 宮城県24 665 堤　信恵 02:08:45ﾂﾂﾐ ﾉﾌﾞｴ 東京都25 675 小山　妙子 02:10:19ｵﾔﾏ ﾀｴｺ 東京都26 673 佐々木　美保 02:10:57ｻｻｷ ﾐﾎ 宮城県27 631 小嶋　麻子 ＪＡいしのまき 02:10:59ｵｼﾞﾏ ｱｻｺ 宮城県28 645 柘植　由美 02:12:18ﾂｹﾞ ﾕﾐ 東京都29 663 市川　文子 02:12:27ｲﾁｶﾜ ｱﾔｺ 宮城県30 671 三浦　史子 02:12:38ﾐｳﾗ ﾌﾐｺ 宮城県31 679 郡　久子 肉マラソン部 02:13:07ｺｵﾘ ﾋｻｺ 東京都32 654 福田　由希子 B.R.T. 02:13:49ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｺ 宮城県33 670 遠藤　由美子 02:14:09ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 千葉県34 623 尾張　望実 齋藤病院 02:14:14ｵﾜﾘ ﾉｿﾞﾐ 宮城県35 618 竹林　さやか 02:14:27ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 東京都36 624 中里　みゆき 02:16:02ﾅｶｻﾞﾄ ﾐﾕｷ 宮城県37 649 斎　みつえ 02:16:31ｻｲ ﾐﾂｴ 宮城県38 639 中野　陽子 02:17:22ﾅｶﾉ ﾖｳｺ 東京都39 601 藤田　政子 02:17:27ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｺ 栃木県40 621 河部　絢子 02:18:07ｶﾜﾍﾞ ｱﾔｺ 宮城県41 647 須田　理恵 02:18:08ｽﾀﾞ ﾘｴ 千葉県42 619 笹山　由貴 02:20:16ｻｻﾔﾏ ﾕｷ 宮城県43 633 柏倉　淳子 02:21:37ｶｼﾜｸﾗ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県44 661 斉藤　由美 02:21:42ｻｲﾄｳ ﾕﾐ 宮城県45 636 古河　佳子 02:21:50ﾌﾙｶﾜ ｹｲｺ 宮城県46 658 日野　愛美 02:23:05ﾋﾉ ﾒｸﾞﾐ 宮城県47 677 遊佐　美千代 02:24:22ﾕｻ ﾐﾁﾖ 宮城県48 628 阪口　ゆかり クッキーM 02:24:46ｻｶｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 宮城県49 609 伊藤　美保子 02:24:57ｲﾄｳ ﾐﾎｺ 宮城県50 659 浦山　真衣 石巻RC 02:25:34ｳﾗﾔﾏ ﾏｲ 宮城県 1/2 ページTimed by　アイサム



第4回いしのまき復興マラソン 2018/06/24
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51 642 高橋　久美子 肉マラソン部 02:26:17ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 千葉県52 606 大槻　紀子 02:26:25ｵｵﾂｷ ﾉﾘｺ 神奈川県53 657 斎藤　悠加 航空自衛隊 02:28:50ｻｲﾄｳ ﾕｶ 宮城県54 617 高津　綾佳 02:29:55ﾀｶﾂ ｱﾔｶ 宮城県55 616 石森　巳恵 02:30:01ｲｼﾓﾘ ﾐｴ 宮城県56 668 尾形　萌江 02:30:54ｵｶﾞﾀ ﾓｴ 宮城県
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