
トレイルラン RESULTS

種目：トレイルラン12km女子の部 1 / 2

Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

1 5009 菊地 春恵 ｷｸﾁ ﾊﾙｴ 山形県 1:26:15

2 5039 齋藤 麻梨奈 ｻｲﾄｳ ﾏﾘﾅ 宮城県 1:48:16

3 5028 近田 沙稀 ｺﾝﾀ ｻｷ 神奈川県 1:49:00

4 5029 星 久美 ﾎｼ ｸﾐ 宮城県 1:53:25

5 5018 川野 恵美 ｶﾜﾉ ｴﾐ 東京都 1:55:42

6 5042 大黒 明希子 ﾀﾞｲｺｸ ｱｷｺ 宮城県 1:57:44

7 5043 吉島 有紀 ﾖｼｼﾞﾏ ﾕｷ 宮城県 1:59:48

8 5013 加藤 枝里 ｶﾄｳ ｴﾘ 宮城県 2:00:39

9 5023 宇津井 芽衣 ｳﾂｲ ﾒｲ 宮城県 2:01:16

10 5059 千葉 さわ ﾁﾊﾞ ｻﾜ 宮城県 2:01:22

11 5004 柴田 久美 ｼﾊﾞﾀ ｸﾐ 宮城県 2:01:36

12 5040 髙橋 京子 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ 岩手県 2:02:49

13 5055 大塚 康子 ｵｵﾂｶ ﾔｽｺ 宮城県 2:02:57

14 5048 平野 理恵 ﾋﾗﾉ ﾘｴ 宮城県 2:03:07

15 5056 伊藤 裕美 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 宮城県 2:03:27

16 5008 浅沼 朋子 ｱｻﾇﾏ ﾄﾓｺ 宮城県 2:03:43

17 5024 佐藤 さやか ｻﾄｳ ｻﾔｶ 宮城県 2:05:57

18 5050 柿澤 弘枝 ｶｷｻﾞﾜ ﾋﾛｴ 宮城県 2:07:02

19 5021 小林 友嘉里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ 宮城県 2:07:31

20 5011 鈴木 晶子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 宮城県 2:07:41

21 5037 上遠野 暁子 ｶﾄｳﾉ ｱｷｺ 宮城県 2:08:03

22 5012 布施 アイ子 ﾌｾ ｱｲｺ 山形県 2:08:06

23 5045 村上 稚奈 ﾑﾗｶﾐ ﾜｶﾅ 宮城県 2:12:23

24 5036 渡辺 茉絢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ 福島県 2:12:32

25 5002 髙橋 州見枝 ﾀｶﾊｼ ｽﾐｴ 宮城県 2:13:05

26 5005 吉崎 志穂 ﾖｼｻﾞｷ ｼﾎ 宮城県 2:13:48

27 5022 岩崎 有生子 ｲﾜｻｷ ﾕｳｺ 宮城県 2:14:03

28 5038 齋藤 園江 ｻｲﾄｳ ｿﾉｴ 宮城県 2:14:41

29 5060 武山 智世 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾓﾖ 宮城県 2:15:40

30 5052 菊地 実穂 ｷｸﾁ ﾐﾎ 宮城県 2:16:00

31 5062 齋藤 智比呂 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 宮城県 2:19:30

32 5030 有本 真紀 ｱﾘﾓﾄ ﾏｷ 山形県 2:21:12

33 5034 鎌田 友里菜 ｶﾏﾀ ﾕﾘﾅ 宮城県 2:21:19

34 5014 加藤 愛 ｶﾄｳ ｱｲ 宮城県 2:24:46

35 5058 岡 美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 福島県 2:25:16
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36 5019 宇南山 久美子 ｳﾅﾔﾏ ｸﾐｺ 宮城県 2:27:07

37 5054 平賀 亜紀 ﾋﾗｶ ｱｷ 岩手県 2:27:19

38 5015 櫻田 利加 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｶ 宮城県 2:27:25

39 5044 渡邉 桂子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 宮城県 2:29:03

40 5032 中村 淳子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｺ 宮城県 2:29:07

41 5057 上野 美紀 ｳｴﾉ ﾐｷ 山形県 2:30:35

42 5007 柴原 愛 ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｲ 宮城県 2:30:38

43 5035 及川 Ｓｏｐｈｉｅ ｵｲｶﾜ ｿﾌｨｰ 宮城県 2:31:44

44 5020 青山 恵美子 ｱｵﾔﾏ ｴﾐｺ 秋田県 2:32:43

45 5047 原 幸 ﾊﾗ ﾕｷ 宮城県 2:33:22

46 5053 小原 麗子 ｵﾊﾞﾗ ﾚｲｺ 岩手県 2:35:12

47 5027 今野 節子 ｺﾝﾉ ｾﾂｺ 宮城県 2:36:10

48 5010 高橋 美絵 ﾀｶﾊｼ ﾐｴ 福島県 2:36:17

49 5033 柿沼 智子 ｶｷﾇﾏ ﾄﾓｺ 宮城県 2:37:05

50 5017 佐藤 由美枝 ｻﾄｳ ﾕﾐｴ 宮城県 2:38:26

51 5025 立原 貴美子 ﾀﾁﾊﾗ ｷﾐｺ 宮城県 2:38:27

52 5041 東海林 史 ｼｮｳｼﾞ ﾌﾐ 宮城県 2:38:35

53 5051 大村 愛 ｵｵﾑﾗ ｱｲ 宮城県 2:39:05

54 5049 塩谷 秋子 ｼｵﾔ ｱｷｺ 宮城県 2:42:12

55 5006 安部 恵子 ｱﾍﾞ ｹｲｺ 宮城県 2:46:11

56 5016 中村 節子 ﾅｶﾑﾗ ｾﾂｺ 岩手県 2:46:51
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