
Print: 2019/05/26 13:52:15 1 / 2 ページ Official Timer & Result By ISTS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 県名 市区町村名 所属クラブ名 記 録

1 4355 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮城県 仙台市 0:39:32 新
2 4321 坂本 理絵 ｻｶﾓﾄ ﾘｴ 岩手県 盛岡市 0:43:13
3 4362 古舘 百合子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕﾘｺ 宮城県 大崎市 あさとあゆ 0:44:50
4 4378 佐藤 真紀 ｻﾄｳ ﾏｷ 宮城県 白石市 0:46:29
5 4417 佐々木 千秋 ｻｻｷ ﾁｱｷ 秋田県 秋田市 あシロート秋田 0:47:37
6 4325 飯田 昌子 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｺ 茨城県 つくばみらい市 0:48:26
7 4364 外山 裕美子 ﾄﾔﾏ ﾕﾐｺ 秋田県 秋田市 0:49:14
8 4306 佐藤 千佳子 ｻﾄｳ ﾁｶｺ 宮城県 岩沼市 0:49:30
9 4402 菅原 妙子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｴｺ 秋田県 秋田市 ダイナミックＳ 0:50:57
10 4314 今野 真由美 ｺﾝﾉ ﾏﾕﾐ 宮城県 石巻市 0:51:05
11 4313 村田 ルリ子 ﾑﾗﾀ ﾙﾘｺ 秋田県 横手市 0:53:28
12 4307 阿部 美穂子 ｱﾍﾞ ﾐﾎｺ 秋田県 仙北市 西木走友会 0:54:36
13 4311 小野寺 たけ子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｺ 岩手県 一関市 せんまや ＡＣ 0:54:48
14 4375 小原 敦子 ｵﾊﾞﾗ ｱﾂｺ 岩手県 花巻市 0:55:46
15 4317 下村 幸美 ｼﾓﾑﾗ ﾕｷﾐ 秋田県 秋田市 0:56:06
16 4399 斉田 美佐子 ｻｲﾀ ﾐｻｺ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:56:20
17 4332 佐藤 聖美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 岩手県 盛岡市 0:56:26
18 4347 小林 祐喜美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾐ 秋田県 大仙市 0:56:45
19 4377 千田 ひろえ ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ 岩手県 奥州市 鶴田デイ 0:57:16
20 4401 白鳥 利枝子 ｼﾗﾄﾘ ﾘｴｺ 秋田県 秋田市 0:58:11
21 4414 土屋 ハツ子 ﾂﾁﾔ ﾊﾂｺ 宮城県 岩沼市 0:58:53
22 4370 高橋 知子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 秋田県 横手市 1:00:20
23 4369 荻野 晶子 ｵｷﾞﾉ ｱｷｺ 宮城県 仙台市 なし 1:00:23
24 4341 小林 栄子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｺ 岩手県 西和賀町 1:00:34
25 4354 細川 尚子 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳｺ 宮城県 石巻市 1:00:35
26 4316 遠藤 美紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 秋田県 横手市 ＭｉＳＴ 1:01:02
27 4330 川野 智子 ｶﾜﾉ ﾄﾓｺ 岩手県 滝沢市 チヨトモクラブ 1:01:05
28 4301 鈴木 フミ子 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｺ 秋田県 大仙市 神岡快汗倶楽部 1:01:37
29 4387 齊藤 千賀子 ｻｲﾄｳ ﾁｶｺ 秋田県 秋田市 1:01:39
30 4360 瀬川 さなえ ｾｶﾞﾜ ｻﾅｴ 宮城県 大崎市 1:01:40
31 4338 髙橋 みちえ ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｴ 宮城県 登米市 豊里ランナー 1:02:00
32 4384 多田 まき ﾀﾀﾞ ﾏｷ 宮城県 栗原市 1:02:27
33 4413 高木 エヨノ ﾀｶｷﾞ ｴﾖﾉ 秋田県 由利本荘市 ハンゾー 1:02:33
34 4353 佐々木 みどり ｻｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 岩手県 花巻市 千田工務店 1:02:39
35 4372 山崎 貴子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｺ 岩手県 盛岡市 チーム味三昧 1:02:45
36 4359 飯島 千鶴 ｲｲｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ 宮城県 仙台市 1:02:48
37 4391 阿部 真由美 ｱﾍﾞ ﾏﾕﾐ 秋田県 潟上市 1:03:00
38 4331 篠村 照子 ｼﾉﾑﾗ ﾃﾙｺ 岩手県 雫石町 テル＆ミホリン 1:03:11
39 4390 佐藤 容子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 宮城県 仙台市 1:03:39
40 4415 大西 かおり ｵｵﾆｼ ｶｵﾘ 岩手県 盛岡市 度々旅クラブ 1:04:06
41 4407 神保 明美 ｼﾞﾝﾎﾞ ｱｹﾐ 岩手県 滝沢市 1:04:29
42 4326 鈴木 昭子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 宮城県 大和町 ゆっくり～ず 1:04:59
43 4388 工藤 ひろみ ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 秋田県 秋田市 ロミＲＣ 1:05:41
44 4357 白戸 京香 ｼﾛﾄ ｷｮｳｶ 岩手県 久慈市 白戸クリニック 1:06:05
45 4406 若松 俊枝 ﾜｶﾏﾂ ﾄｼｴ 岩手県 滝沢市 1:06:11
46 4386 八幡 洋子 ﾔﾊﾀ ﾖｳｺ 岩手県 滝沢市 1:07:07
47 4336 角田 智子 ｶｸﾀ ﾉﾘｺ 岩手県 遠野市 1:08:20
48 4334 小西 健子 ｺﾆｼ ｹﾝｺ 秋田県 秋田市 あきたこまくさＲＣ 1:09:02
49 4383 柴田 美貴子 ｼﾊﾞﾀ ﾐｷｺ 秋田県 横手市 ポプラーレ 1:09:05
50 4363 菊地 暁美 ｷｸﾁ ｱｹﾐ 岩手県 奥州市 ＳｅｅＤ 1:09:11
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51 4398 深持 祐子 ﾌｶﾓﾁ ﾕｳｺ 岩手県 雫石町 1:09:20
52 4396 安彦 節子 ｱﾋﾞｺ ｾﾂｺ 岩手県 一関市 紫波楽走会 1:10:27
53 4323 讃岐 裕子 ｻﾇｷ ﾋﾛｺ 秋田県 横手市 1:10:30
54 4302 土井 政江 ﾄﾞｲ ﾏｻｴ 岩手県 西和賀町 1:11:05
55 4400 加賀谷 秀美 ｶｶﾞﾔ ﾋﾃﾞﾐ 秋田県 秋田市 チーム・マロ 1:11:13
56 4366 斉藤 花子 ｻｲﾄｳ ﾊﾅｺ 秋田県 秋田市 ももさだ走友会 1:12:23
57 4309 菅原 雪枝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ 岩手県 一関市 1:12:28
58 4348 下斗米 晃子 ｼﾓﾄﾏｲ ｱｷｺ 岩手県 九戸村 1:12:39
59 4367 岩野 玲子 ｲﾜﾉ ﾚｲｺ 秋田県 横手市 1:12:51
60 4395 有馬 美保 ｱﾘﾏ ﾐﾎ 岩手県 花巻市 国立花巻病院 1:13:09
61 4392 高鷹 るり子 ｺｳﾀｶ ﾙﾘｺ 岩手県 北上市 1:13:14
62 4418 小原 昌江 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻｴ 岩手県 北上市 1:13:23
63 4381 佐藤 瑞穂 ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 秋田県 男鹿市 1:13:26
64 4305 栗澤 かよ子 ｸﾘｻﾜ ｶﾖｺ 秋田県 美郷町 美郷ランナーズ 1:13:47
65 4380 吉田 明美 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ 岩手県 盛岡市 1:14:25
66 4393 山下 智恵子 ﾔﾏｼﾀ ﾁｴｺ 岩手県 花巻市 1:14:29
67 4373 沖田 真紀子 ｵｷﾀ ﾏｷｺ 秋田県 横手市 1:14:40
68 4315 千葉 久美子 ﾁﾊﾞ ｸﾐｺ 岩手県 北上市 川尻ランランＣ 1:14:40
69 4329 藤原 靖子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｺ 秋田県 大仙市 1:15:13
70 4412 山形 美保 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾎ 宮城県 仙台市 1:15:25
71 4327 菅田 直子 ｽｶﾞﾀ ﾅｵｺ 宮城県 仙台市 1:15:28
72 4342 中野 葉子 ﾅｶﾉ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 大崎ＲＣ 1:15:41
73 4324 柏﨑 富喜子 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾄｷｺ 宮城県 仙台市 1:15:45
74 4416 工藤 禮子 ｸﾄﾞｳ ﾚｲｺ 秋田県 秋田市 1:16:19
75 4411 野里 律子 ﾉｻﾞﾄ ﾘﾂｺ 岩手県 盛岡市 1:16:25
76 4303 太田 祐子 ｵｵﾀ ﾕｳｺ 宮城県 多賀城市 1:16:36
77 4349 長谷山 清子 ﾊｾﾔﾏ ｾｲｺ 秋田県 秋田市 ニコニコ走り隊 1:17:29
78 4403 佐々木 祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 岩手県 盛岡市 1:18:23
79 4394 小原 麗子 ｵﾊﾞﾗ ﾚｲｺ 岩手県 花巻市 1:18:25
80 4333 佐藤 勢津子 ｻﾄｳ ｾﾂｺ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 1:18:37
81 4350 遠藤 隆子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｺ 岩手県 盛岡市 1:18:52
82 4335 村上 幸子 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｺ 岩手県 奥州市 チーム村上 1:19:09
83 4358 笹花 輝美 ｻｻﾊﾅ ﾃﾙﾐ 岩手県 滝沢市 1:19:51
84 4389 泉山 文子 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾔｺ 秋田県 秋田市 ファミリー園 1:19:52
85 4337 佐藤 光子 ｻﾄｳ ﾐﾂｺ 宮城県 加美町 1:21:04
86 4404 伊藤 由美子 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 秋田県 秋田市 1:22:04
87 4376 小松 繁代 ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾖ 秋田県 横手市 1:23:13
88 4352 佐々木 真知子 ｻｻｷ ﾏﾁｺ 岩手県 西和賀町 1:23:31
89 4397 渋谷 尚美 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵﾐ 宮城県 仙台市 ろく 1:24:21
90 4320 木村 勝子 ｷﾑﾗ ｶﾂｺ 宮城県 石巻市 石巻タートルＣ 1:24:57
91 4356 佐藤 勝江 ｻﾄｳ ｶﾂｴ 山形県 酒田市 1:25:24
92 4371 東山 裕美 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕﾐ 秋田県 大仙市 1:25:24
93 4308 谷 美根子 ﾀﾆ ﾐﾈｺ 秋田県 男鹿市 1:27:48
94 4361 植田 美智子 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁｺ 宮城県 登米市 チーム夢 1:28:08
95 4351 中島 春江 ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｴ 埼玉県 さいたま市 1:28:23
96 4340 石井 優美 ｲｼｲ ﾕﾐ 秋田県 秋田市 1:30:44
97 4312 門間 栄子 ﾓﾝﾏ ｴｲｺ 宮城県 石巻市 1:34:06
98 4344 横山 和子 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｺ 秋田県 秋田市 1:35:54
99 4343 菊地 春美 ｷｸﾁ ﾊﾙﾐ 岩手県 西和賀町 ひなたぼっこ 1:38:14


