
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

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 1362 井波　由希 ウィルランズ 00:42:21ｲﾅﾐ ﾕｷ 宮城県2 1338 佐藤　裕美 00:42:31ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮城県3 1386 三浦　安代 丸亀市役所 00:45:27ﾐｳﾗ ﾔｽﾖ 宮城県4 1346 村上　美由紀 00:47:42ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ 宮城県5 1304 金野　美香 ウィルランズ 00:47:48ｺﾝﾉ ﾐｶ 宮城県6 1309 真壁　さやか 00:50:05ﾏｶﾍﾞ ｻﾔｶ 宮城県7 1365 高橋　佳織 00:51:53ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 宮城県8 1303 渡辺　江身子 00:52:21ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ 宮城県9 1370 高橋　未希 Rミッキーズ 00:53:39ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 宮城県10 1308 宮本　恵美 00:54:20ﾐﾔﾓﾄ ｴﾐ 宮城県11 1406 宮本　真実 クルーク 00:54:31ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾐ 東京都12 1313 木村　絵里 00:55:04ｷﾑﾗ ｴﾘ 宮城県13 1417 タメガイ　モモコ 00:55:37ﾀﾒｶﾞｲ ﾓﾓｺ 神奈川県14 1414 竹中友紀子 光文社　美ST編集部 00:57:14ﾀｹﾅｶﾕｷｺ 東京都15 1342 鋳鍋　まき 00:57:33ｲﾅﾍﾞ ﾏｷ 宮城県16 1334 山田　沙希 00:57:48ﾔﾏﾀﾞ ｻｷ 宮城県17 1352 菅木　美恵 00:57:51ｽｶﾞｷ ﾖｼｴ 宮城県18 1373 大場　知佳 00:57:51ｵｵﾊﾞ ﾁｶ 宮城県19 1375 齋藤　はるか 00:57:55ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 宮城県20 1331 千葉　美帆 チームMIHO 00:58:10ﾁﾊﾞ ﾐﾎ 宮城県21 1329 大澤　純子 株式会社　英 00:58:35ｵｵｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県22 1376 鈴木　彩可 00:58:45ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 宮城県23 1409 藤井やよい 光文社　美ST編集部 00:59:24ﾌｼﾞｲ ﾔﾖｲ 東京都24 1411 深山純青 光文社　美ST編集部 01:00:01ﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝｾｲ 東京都25 1360 佐藤　加奈 01:00:11ｻﾄｳ ｶﾅ 宮城県26 1363 山本　友美子 01:01:03ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ 東京都27 1344 石井　裕子 01:01:39ｲｼｲ ﾕｳｺ 群馬県28 1402 森　奏子 01:01:53ﾓﾘ ｶﾅｺ 福岡県29 1353 佐藤　彩子 01:02:09ｻﾄｳ ｱﾔｺ 宮城県30 1348 平野　由紀 01:02:15ﾋﾗﾉ ﾕｷ 千葉県31 1407 愛葉　香 光文社　美ST編集部 01:02:18ｱｲﾊﾞ ｶｵﾙ 東京都32 1310 鈴木　奈緒 01:02:33ｽｽﾞｷ ﾅｵ 宮城県33 1341 秋好　由美 01:02:45ｱｷﾖｼ ﾕﾐ 宮城県34 1314 松山　文 01:02:54ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔ 宮城県35 1339 松原　千枝子 01:03:00ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁｴｺ 宮城県36 1315 武内　麻由美 01:03:30ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾐ 宮城県37 1367 熊谷　茜 01:03:33ｸﾏｶﾞｲ ｱｶﾈ 宮城県38 1318 熊谷　葵 01:03:34ｸﾏｶﾞｲ ｱｵｲ 宮城県39 1349 児玉　紘子 SBRC 01:03:53ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｺ 宮城県40 1369 木幡　千秋 01:03:54ｺﾊﾀ ﾁｱｷ 宮城県41 1379 鈴木　恵理子 01:03:59ｽｽﾞｷ ｴﾘｺ 茨城県42 1340 宍田　文子 仙台RC 01:04:10ｼｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 宮城県43 1366 梅森　布美 01:04:23ｳﾒﾓﾘ ﾌﾐ 宮城県44 1323 日野原　満津恵 01:04:48ﾋﾉﾊﾗ ﾐﾂｴ 山梨県45 1412 柳　優子 光文社　美ST編集部 01:05:51ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｺ 東京都46 1359 森　佳代子 01:06:18ﾓﾘ ｶﾖｺ 宮城県47 1385 菅原　彩 Rミッキーズ 01:06:49ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔ 宮城県48 1368 高野　香梨 01:06:52ﾀｶﾉ ｶｵﾘ 宮城県49 1396 内海　絵梨香 うっちーず 01:07:19ｳﾂﾐ ｴﾘｶ 宮城県50 1305 後藤　有紀 01:07:28ｺﾞﾄｳ ﾕｷ 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
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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 1389 山崎　明日香 01:07:41ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ 東京都52 1361 小川　貴子 01:07:44ｵｶﾞﾜ ﾀｶｺ 東京都53 1380 佐々木　茜 01:08:00ｻｻｷ ｱｶﾈ 宮城県54 1382 浅野　夕貴 01:08:00ｱｻﾉ ﾕｷ 宮城県55 1312 西村　真由美 01:08:27ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕﾐ 宮城県56 1405 小林　佳織 01:08:37ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ 宮城県57 1316 鈴木　陽子 01:08:41ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 宮城県58 1351 重成　宏美 丸亀市 01:08:57ｼｹﾞﾅﾘ ﾋﾛﾐ 香川県59 1413 塚本まり子 光文社　美ST編集部 01:09:12ﾂｶﾓﾄﾏﾘｺ 東京都60 1378 阿部　圭純 01:09:19ｱﾍﾞ ｶｽﾐ 宮城県61 1354 松岡　里映 01:09:22ﾏﾂｵｶ ﾘｴ 三重県62 1356 渡辺　明紀子 01:09:49ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 宮城県63 1355 根本　真紀 01:10:38ﾈﾓﾄ ﾏｷ 埼玉県64 1358 渡邊　泉 01:11:43ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 宮城県65 1332 内田　浩美 01:11:44ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾐ 宮城県66 1330 船田　久美子 01:11:54ﾌﾅﾀﾞ ｸﾐｺ 山形県67 1301 和久井　靖子 01:12:28ﾜｸｲ ﾔｽｺ 宮城県68 1393 山内　沙也花 01:12:37ﾔﾏｳﾁ ｻﾔｶ 宮城県69 1391 佐藤　直美 01:13:29ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 岩手県70 1400 内藤　綾希 01:13:44ﾅｲﾄｳ ｱﾔｷ 宮城県71 1311 齋藤　正子 01:13:57ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 埼玉県72 1364 岩本　幸 01:13:59ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕｷ 埼玉県73 1327 高橋　瑠理 01:14:21ﾀｶﾊｼ ﾙﾘ 宮城県74 1371 池薗　真由美 01:15:03ｲｹｿﾞﾉ ﾏﾕﾐ 埼玉県75 1374 髙橋　香 01:15:20ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 宮城県76 1319 佐藤　玲奈 01:15:36ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 宮城県77 1350 君和田　麻子 01:15:44ｷﾐﾜﾀﾞ ｱｻｺ 東京都78 1302 礒部　文 01:16:07ｲｿﾍﾞ ｱﾔ 宮城県79 1403 大友　美和 01:16:39ｵｵﾄﾓ ﾐﾜ 宮城県80 1336 山田　久美子 01:16:39ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 宮城県81 1317 佐川　智美 01:17:11ｻｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 宮城県82 1401 髙橋　みさき 01:17:39ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 宮城県83 1404 千葉　美和 01:17:40ﾁﾊﾞ ﾐﾜ 宮城県84 1410 魚谷　泰子 光文社　美ST編集部 01:18:00ｳｵﾀﾆ ﾔｽｺ 東京都85 1397 大田口　千秋 01:18:40ｵｵﾀｸﾞﾁ ﾁｱｷ 宮城県86 1347 廣長　瑞穂 01:19:26ﾋﾛﾁｮｳ ﾐｽﾞﾎ 宮城県87 1322 丹野　未樹菜 01:21:53ﾀﾝﾉ ﾐｷﾅ 宮城県88 1333 遠藤　育美 01:22:46ｴﾝﾄﾞｳ ｲｸﾐ 宮城県89 1325 菊地　砂織 01:23:33ｷｸﾁ ｻｵﾘ 宮城県90 1387 大泉　春奈 01:25:40ｵｵｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾅ 宮城県91 1324 門脇　文枝 01:26:12ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｴ 宮城県92 1398 松谷　瞳 01:27:45ﾏﾂﾔ ﾋﾄﾐ 宮城県93 1399 山口　慶恵 01:28:28ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｴ 宮城県94 1392 生良志　純子 01:28:36ｾｲﾗｼ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県95 1335 白石　智恵美 01:30:02ｼﾗｲｼ ﾁｴﾐ 宮城県96 1395 手代木　良子 01:40:44ﾃｼﾛｷﾞ ﾘｮｳｺ 東京都
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