
第5回いしのまき復興マラソン 2019/06/23
順位 氏名 所属クラブ 記録ゼッケン

5km女子49歳以下5km女子49歳以下5km女子49歳以下5km女子49歳以下

カナ 都市名1 4244 齋藤　凜 石巻専修大学 00:16:58ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 宮城県2 4246 戸澤　愛織 石巻専修大学 00:17:10ﾄｻﾞﾜ ｲｵﾘ 宮城県3 4245 佐藤　亜海 石巻専修大学 00:18:20ｻﾄｳ ｱﾐ 宮城県4 4243 佐藤　佳乃 石巻専修大学 00:19:24ｻﾄｳ ﾖｼﾉ 宮城県5 4242 宮本　春菜 石巻専修大学 00:20:52ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾅ 宮城県6 4206 佐藤　清生子 00:21:13ｻﾄｳ ｾｲｺ 宮城県7 4227 鈴木　澄子 00:21:41ｽｽﾞｷ ｽﾐｺ 宮城県8 4261 佐藤　真美 00:22:57ｻﾄｳ ﾏﾐ 宮城県9 4270 奥田　めぐみ 石巻ＲＣ 00:24:06ｵｸﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 宮城県10 4201 高橋　未希 Rミッキーズ 00:26:07ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 宮城県11 4240 佐藤　想己 宮城野高校 00:26:11ｻﾄｳ ｺｺﾅ 宮城県12 4239 石川　友美 00:26:27ｲｼｶﾜ ﾕﾐ 宮城県13 4267 菅原　靖子 00:27:24ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｺ 宮城県14 4213 武井　恵理子 00:28:05ﾀｹｲ ｴﾘｺ 秋田県15 4274 北村　ルミ 00:28:09ｷﾀﾑﾗ ﾙﾐ 岩手県16 4210 我妻　真由美 00:28:43ｱｶﾞﾂﾏ ﾏﾕﾐ 宮城県17 4235 川嶋　恵里 00:28:43ｶﾜｼﾏ ｴﾘ 宮城県18 4238 住吉　久美子 00:28:47ｽﾐﾖｼ ｸﾐｺ 宮城県19 4219 田村　愛 00:29:04ﾀﾑﾗ ｱｲ 宮城県20 4280 石川　真理子 00:29:07ｲｼｶﾜ ﾏﾘｺ 宮城県21 4271 梶原　円 石巻ＲＣ 00:29:16ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾄﾞｶ 宮城県22 4203 武山　めぐみ 00:29:43ﾀｹﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 宮城県23 4281 加藤　真智子 チーム石塚 00:29:44ｶﾄｳ ﾏﾁｺ 東京都24 4254 押樽　愛 00:29:57ｵｼﾀﾞﾙ ｱｲ 宮城県25 4209 佐藤　香織 00:30:03ｻﾄｳ ｶｵﾘ 宮城県26 4257 和賀　ちひろ 00:30:04ﾜｶﾞ ﾁﾋﾛ 宮城県27 4247 佐藤　結 00:30:04ｻﾄｳ ﾕｲ 宮城県28 4268 江郷　和代 00:30:05ｴｺﾞｳ ｶｽﾞﾖ 宮城県29 4215 北村　優子 00:30:24ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｺ 宮城県30 4207 今野　由理子 00:30:57ｺﾝﾉ ﾕﾘｺ 宮城県31 4252 千代　めぐみ 00:31:19ﾁﾖ ﾒｸﾞﾐ 埼玉県32 4260 瀬田　美紗江 00:31:55ｾﾀ ﾐｻｴ 東京都33 4265 金　梨奈 00:32:40ｺﾝ ﾘﾅ 宮城県34 4202 佐々木　佳織 00:33:05ｻｻｷ ｶｵﾙ 宮城県35 4224 鈴木　麗美 00:33:05ｽｽﾞｷ ﾚｲﾐ 宮城県36 4223 星　亜紀 00:33:45ﾎｼ ｱｷ 宮城県37 4229 遠藤　久美子 00:33:46ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾐｺ 宮城県38 4285 齋　香奈子 00:33:56ｻｲ ｶﾅｺ 宮城県39 4283 田村　愛美 はれこむぎ 00:33:59ﾀﾑﾗ ｱｲﾐ 宮城県40 4266 千葉　みゆ 00:34:05ﾁﾊﾞ ﾐﾕ 宮城県41 4264 野田　あすか 00:34:16ﾉﾀﾞ ｱｽｶ 宮城県42 4263 石森　ゆき 00:34:19ｲｼﾓﾘ ﾕｷ 宮城県43 4220 菊池　美咲 00:34:22ｷｸﾁ ﾐｻｷ 宮城県44 4269 村上　朔実 00:34:23ﾑﾗｶﾐ ｻｸﾐ 宮城県45 4282 渡辺　杏里 はれこむぎ 00:34:29ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾘ 宮城県46 4212 熊谷　一美 00:34:51ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾐ 宮城県47 4217 成田　美佐 ふんばろうPJ 00:34:52ﾅﾘﾀ ﾐｻ 宮城県48 4216 武山　裕美子 00:35:01ﾀｹﾔﾏ ﾕﾐｺ 宮城県49 4205 浦野　梓 00:35:03ｳﾗﾉ ｱｽﾞｻ 宮城県50 4256 阿部　紗織 00:35:08ｱﾍﾞ ｻｵﾘ 宮城県 1/2 ページTimed by　アイサム
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5km女子49歳以下5km女子49歳以下5km女子49歳以下5km女子49歳以下

カナ 都市名51 4253 吉田　真澄 00:35:10ﾖｼﾀﾞ ﾏｽﾐ 東京都52 4218 市川　るみ 00:35:10ｲﾁｶﾜ ﾙﾐ 宮城県53 4234 小田島　真理 はれこむぎ 00:35:57ｵﾀﾞｼﾏ ﾏﾘ 宮城県54 4208 内海　法子 00:36:42ｳﾂﾐ ﾉﾘｺ 宮城県55 4225 横江　采加 00:36:57ﾖｺｴ ｱﾔｶ 宮城県56 4277 猪股　千賀 00:37:00ｲﾉﾏﾀ ﾁｶ 宮城県57 4250 高野　友子 00:37:01ﾀｶﾉ ﾄﾓｺ 宮城県58 4228 安藤　純子 00:37:14ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県59 4278 塩屋　飛鳥 SENSYO 00:37:42ｼｵﾔ ｱｽｶ 宮城県60 4233 遠藤　育美 00:38:28ｴﾝﾄﾞｳ ｲｸﾐ 宮城県61 4214 遠藤　敦子 第501軍団 00:39:19ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｺ 宮城県62 4279 佐々木　英子 00:39:24ｻｻｷ ｴｲｺ 宮城県63 4232 嘉悦　千絵 SENSYO 00:39:38ｶｴﾂ ﾁｴ 宮城県64 4211 高橋　恵美 00:40:59ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 宮城県65 4262 佐藤　玲奈 00:41:38ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 宮城県66 4258 浅野　光 00:42:24ｱｻﾉ ﾋｶﾘ 宮城県67 4241 千葉　あゆみ 00:42:32ﾁﾊﾞ ｱﾕﾐ 宮城県68 4230 清水　純 00:43:01ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾕﾝ 宮城県69 4226 谷田　圭 00:43:39ﾀﾆﾀ ｹｲ 宮城県70 4231 三上　嘉子 00:43:41ﾐｶﾐ ﾖｼｺ 宮城県71 4248 柳原　直美 00:45:21ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ 宮城県
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