
復活の道しるべ 2019 陸前高田応援マラソン 2019/11/17
順位 氏名 所属 記録ナンバー

11km女子高校生以上11km女子高校生以上11km女子高校生以上11km女子高校生以上

カナ 都市名1 6563 庄司　夏子 千葉恵製菓 00:47:43ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ 一関市2 6562 新田　彩乃 00:53:13ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ 花巻市3 6527 高田　かおり 七生ＳＪＫ 00:55:20ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都4 6564 冨澤　洋子 なでしこRC 00:55:34ﾄﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 大船渡市5 6548 阿部　百香 00:56:00ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県6 6569 三上　のどか 岩手日報RC 00:58:04ﾐｶﾐ ﾉﾄﾞｶ 盛岡市7 6505 佐藤　淳子 01:02:27ｻﾄｳ ｱﾂｺ 盛岡市8 6520 古宅　範子 大船渡AC 01:02:31ﾌﾙﾀｸ ﾉﾘｺ 大船渡市9 6529 小原　佐智子 01:02:44ｵﾊﾞﾗ ｻﾁｺ 花巻市10 6539 山本　優子 01:03:14ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 宮城県11 6544 小田　潔恵 01:03:30ｵﾀﾞ ｷﾖｴ 盛岡市12 6538 駿河　暁子 01:03:59ｽﾙｶﾞ ｻﾄｺ 盛岡市13 6526 小原　敦子 01:04:20ｵﾊﾞﾗ ｱﾂｺ 花巻市14 6559 原子　詩央 01:04:39ﾊﾗｺ ｼｵ 青森県15 6523 阿部　典代 01:05:10ｱﾍﾞ ﾌﾐﾖ 釜石市16 6560 金野　真理子 01:05:23ｷﾝﾉ ﾏﾘｺ 大船渡市17 6556 小山　真琴 01:05:23ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ 宮城県18 6602 野尻　悠 01:05:36ﾉｼﾞﾘ ﾊﾙｶ 陸前高田市19 6522 藤田　政子 01:05:59ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｺ 栃木県20 6525 小林　栄子 01:06:18ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｺ 西和賀町21 6506 新沼　裕美 01:06:52ﾆｲﾇﾏ ﾕﾐ 宮城県22 6568 山本　玲奈 01:07:08ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 盛岡市23 6516 蕨野　聖子 01:07:30ﾜﾗﾋﾞﾉ ｾｲｺ 大船渡市24 6513 小原　舞 フリーデン 01:07:43ｵﾊﾞﾗ ﾏｲ 一関市25 6518 真壁　美喜子 01:09:40ﾏｶﾍﾞ ﾐｷｺ 宮城県26 6530 山野　香 01:10:35ﾔﾏﾉ ｶｵﾙ 北海道27 6528 棟方　幸子 青森ＵＭＣ 01:10:36ﾑﾅｶﾀ ｻﾁｺ 青森県28 6536 小林　典子 01:11:06ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ 盛岡市29 6504 清水　宏子 01:11:15ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｺ 盛岡市30 6566 山岸　雅実 01:12:10ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾐ 盛岡市31 6501 上野　絵理子 01:12:30ｳｴﾉ ｴﾘｺ 宮城県32 6502 照沼　雅子 01:12:50ﾃﾙﾇﾏ ﾏｻｺ 東京都33 6543 佐々木　文子 01:13:37ｻｻｷ ﾌﾐｺ 一関市34 6515 佐藤　千歳 01:13:48ｻﾄｳ ﾁﾄｾ 奥州市35 6550 円舘　麻美 01:14:06ｴﾝﾀﾞﾃ ｱｻﾐ 北上市36 6549 菊池　多紀子 01:14:14ｷｸﾁ ﾀｷｺ 滝沢市37 6551 鈴木　陽子 01:14:22ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 東京都38 6555 柴田　夏季 01:14:57ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ 宮城県39 6537 掛川　はるな 01:15:05ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 矢巾町40 6546 外館　敏恵 01:15:26ﾄﾀﾞﾃ ﾄｼｴ 矢巾町41 6557 武田　裕子 01:15:36ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｺ 千葉県42 6514 千葉　正子 宮城フェンダー 01:15:43ﾁﾊﾞ ﾏｻｺ 宮城県43 6531 内舘　博子 ランジョグ 01:17:18ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 花巻市44 6601 小野　晴美 01:17:18ｵﾉ ﾊﾙﾐ 陸前高田市45 6532 鈴木　まゆ子 虎の穴 01:17:18ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 奥州市46 6553 高橋　亜希子 01:19:28ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ 盛岡市47 6604 佃　実佳 01:19:36ﾂｸﾀﾞ ﾐｶ 陸前高田市48 6603 古野　安寿子 NPO法人パクト 01:19:36ﾌﾙﾉ ﾔｽｺ 陸前高田市49 6565 尾上　彩子 01:20:30ｵﾉｴ ｱﾔｺ 東京都50 6540 藤田　真希 01:20:41ﾌｼﾞﾀ ﾏｷ 大阪府 1/2 ページTimed by　アイサム



復活の道しるべ 2019 陸前高田応援マラソン 2019/11/17
順位 氏名 所属 記録ナンバー

11km女子高校生以上11km女子高校生以上11km女子高校生以上11km女子高校生以上

カナ 都市名51 6521 佐藤　ゆきみ 01:22:20ｻﾄｳ ﾕｷﾐ 岩手町52 6554 安藤　桜子 01:22:38ｱﾝﾄﾞｳ ｵｳｺ 東京都53 6512 新里　洋子 みずほ銀行 01:23:20ﾆｲｻﾄ ﾖｳｺ 盛岡市54 6534 八重畑　佳子 01:23:44ﾔｴﾊﾀ ﾖｼｺ 盛岡市55 6508 高橋　有子 01:24:42ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 北上市56 6510 山田　渚咲 兼松（株） 01:24:48ﾔﾏﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 東京都57 6511 小林　沙弥香 兼松（株） 01:24:58ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 東京都58 6545 小西　佳恵 01:25:25ｺﾆｼ ｶｴ 大船渡市59 6547 佐藤　加代 01:25:34ｻﾄｳ ｶﾖ 宮城県60 6552 山浦　明恵 01:26:07ﾔﾏｳﾗ ｱｷｴ 滝沢市61 6541 村上　綾子 はなそうRun 01:27:10ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｺ 東京都62 6507 板橋　佳央里 はなそうRun 01:27:10ｲﾀﾊﾞｼ ｶｵﾘ 東京都63 6533 西野　亜希 Run for 01:27:10ﾆｼﾉ ｱｷ 東京都64 6535 橋口　由子 01:27:10ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都65 6524 菅原　文子 ぽんたガンバレ 01:28:33ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐｺ 奥州市66 6561 吉田　仁実 01:32:30ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県

2/2 ページTimed by　アイサム


