
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

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 2275 丹野　稚妃路 石巻専修大学女子競走部 00:18:01ﾀﾝﾉ ﾁﾋﾛ 宮城県2 2278 樋口　亜沙美 石巻専修大学女子競走部 00:18:44ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ 宮城県3 2274 漆戸　雛 石巻専修大学女子競走部 00:19:08ｳﾙｼﾄﾞ ﾋﾅ 宮城県4 2273 宮本　春菜 石巻専修大学女子競走部 00:20:40ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾅ 宮城県5 2211 鈴木　澄子 00:21:21ｽｽﾞｷ ｽﾐｺ 宮城県6 2201 阿部　百香 石巻市 00:22:15ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県7 2246 佐藤　真美 00:22:31ｻﾄｳ ﾏﾐ 宮城県8 2235 奥田　めぐみ 石巻ＲＣ 00:23:19ｵｸﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 宮城県9 2213 高野　智代 気仙沼市 00:24:21ﾀｶﾉ ﾄﾓﾖ 宮城県10 2253 若生　円 00:26:11ﾜｺｳ ﾏﾄﾞｶ 宮城県11 2256 髙橋　千歳 00:27:17ﾀｶﾊｼ ﾁﾄｾ 宮城県12 2212 及川　いずみ 00:27:25ｵｲｶﾜ ｲｽﾞﾐ 宮城県13 2233 大友　久美子 00:27:34ｵｵﾄﾓ ｸﾐｺ 宮城県14 2266 呉愛珠 中国温洲市 00:28:22Wu ai zhu 中国15 2205 小山　奈美 00:28:49ｵﾔﾏ ﾅﾐ 宮城県16 2242 吉田　真澄 00:28:55ﾖｼﾀﾞ ﾏｽﾐ 宮城県17 2226 梶原　円 石巻ＲＣ 00:29:12ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾄﾞｶ 宮城県18 2217 鈴木　由佳子 00:29:12ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ 宮城県19 2243 高橋　由美 00:30:47ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ 宮城県20 2257 加藤　真智子 00:30:54ｶﾄｳ ﾏﾁｺ 東京都21 2247 高橋　萌海 00:31:02ﾀｶﾊｼ ﾓｴﾐ 宮城県22 2263 チェ　ソラ 00:31:03ﾁｪ ｿﾗ 宮城県23 2240 吉田　悠 00:31:06ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 岩手県24 2230 鈴木　奈緒子 00:31:11ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 宮城県25 2214 兒玉　真里依 00:31:58ｺﾀﾞﾏ ﾏﾘｴ 宮城県26 2219 菊地　富美 00:32:10ｷｸﾁ ﾌﾐ 宮城県27 2269 包茉茉 中国温洲市 00:32:13Bao mo mo 中国28 2210 大沼　美咲 00:32:21ｵｵﾇﾏ ﾐｻｷ 宮城県29 2239 大宮　由有子 なし 00:33:47ｵｵﾐﾔ ﾕｳｺ 宮城県30 2248 後藤　令奈 00:33:50ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ 宮城県31 2249 高橋　帆七海 00:33:50ﾀｶﾊｼ ﾎﾅﾐ 宮城県32 2254 山田　敦子 石巻市 00:34:07ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｺ 宮城県33 2234 白幡　真理子 00:34:29ｼﾗﾊﾀ ﾏﾘｺ 宮城県34 2228 渡邉　久美子 00:34:52ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ 宮城県35 2237 山崎　由紀 和歌山市 00:35:00ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 和歌山県36 2270 阮暁霞 中国温洲市 00:35:06Ruan xiao xia 中国37 2225 小林　才子 00:35:15ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｺ 神奈川県38 2203 熊谷　一美 00:35:18ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾐ 宮城県39 2208 菊地　綾 00:35:33ｷｸﾁ ｱﾔ 宮城県40 2264 北原　三菜 00:35:37ｷﾀﾊﾗ ﾐﾅ 宮城県41 2232 三條　由佳 00:35:53ｻﾝｼﾞｮｳ ﾕｶ 宮城県42 2204 坂本　亜希 00:36:33ｻｶﾓﾄ ｱｷ 宮城県43 2207 星　亜紀 00:37:01ﾎｼ ｱｷ 宮城県44 2244 横江　采加 00:37:15ﾖｺｴ ｱﾔｶ 宮城県45 2202 内海　法子 00:37:17ｳﾂﾐ ﾉﾘｺ 宮城県46 2238 佐々木　久美 00:37:56ｻｻｷ ｸﾐ 宮城県47 2218 鈴木　美保 00:38:01ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 宮城県48 2280 赤間　朋子 00:38:05ｱｶﾏ ﾄﾓｺ 宮城県49 2229 佐藤　なおみ 00:38:24ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 宮城県50 2209 眞山　陽和 00:38:27ﾏﾔﾏ ﾋﾖﾘ 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 2227 戸部　勝江 00:39:14ﾄﾍﾞ ｶﾂｴ 宮城県52 2222 日野　妙子 家族 00:40:08ﾋﾉ ﾀｴｺ 宮城県53 2272 陳彩琴 中国温洲市 00:40:14Chen cai qin 中国54 2261 高橋　ちひろ 00:40:45ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 宮城県55 2259 杉崎　恵子 00:40:46ｽｷﾞｻﾞｷ ｹｲｺ 宮城県56 2216 庄子　香澄 00:42:57ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾐ 宮城県57 2271 洪海霞 中国温洲市 00:42:59Hong hai xia 中国58 2267 雷丹丹 中国温洲市 00:43:11Lei dan dan 中国59 2268 陳呀 中国温洲市 00:43:21Chen ya 中国60 2221 佐藤　恵子 00:44:04ｻﾄｳ ｹｲｺ 宮城県61 2262 加藤　由香 00:45:22ｶﾄｳ ﾕｶ 宮城県62 2250 塩野　華子 00:45:31ｼｵﾉ ﾊﾅｺ 東京都63 2251 小口　舞子 00:45:46ｺｸﾞﾁ ﾏｲｺ 東京都
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