
トレイルラン RESULTS

種目：トレイルラン17km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 3041 高根 真佐子 ﾀｶﾈ ﾏｻｺ 福島県 2:29:46

2 3036 宇佐美 友梨 ｳｻﾐ ﾕﾘ 宮城県 2:31:16

3 3045 及川 由佳 ｵｲｶﾜ ﾕｶ 宮城県 2:35:04

4 3016 安藤 智美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 宮城県 2:40:48

5 3044 伊藤 江理華 ｲﾄｳ ｴﾘｶ 宮城県 2:42:07

6 3014 酒井 佑子 ｻｶｲ ﾕｳｺ 埼玉県 2:49:02

7 3039 三嶋 怜奈 ﾐｼﾏ ﾚｲﾅ 宮城県 2:52:58

8 3052 氏家 麻弥 ｳｼﾞｲｴ ﾏﾐ 宮城県 2:58:36

9 3029 今野 理恵 ｺﾝﾉ ﾘｴ 宮城県 2:59:12

10 3056 法井 美空 ﾉﾘｲ ﾐｸ 宮城県 2:59:17

11 3038 千葉 淳子 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 3:03:38

12 3008 村中 仁美 ﾑﾗﾅｶ ﾋﾄﾐ 宮城県 3:05:19

13 3034 引地 美紀 ﾋｷﾁ ﾐｷ 宮城県 3:07:26

14 3025 高橋 敦子 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ 岩手県 3:11:18

15 3032 濱中 聡子 ﾊﾏﾅｶ ｻﾄｺ 宮城県 3:14:11

16 3049 鎌田 美穂 ｶﾏﾀﾞ ﾐﾎ 宮城県 3:16:10

17 3012 角田 真美 ｶｸﾀ ﾏﾐ 宮城県 3:16:22

18 3015 塚本 たかね ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾈ 宮城県 3:21:45

19 3002 齋藤 雅子 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 宮城県 3:22:05

20 3046 石橋 加奈子 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾅｺ 宮城県 3:23:05

21 3009 大嶋 聡子 ｵｵｼﾏ ｻﾄｺ 神奈川県 3:23:15

22 3033 菅原 美幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾕｷ 宮城県 3:24:53

23 3054 白鳥 華江 ｼﾗﾄﾘ ﾊﾙｴ 宮城県 3:25:19

24 3005 遠藤 春美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾐ 福島県 3:28:05

25 3011 小野 真知子 ｵﾉ ﾏﾁｺ 秋田県 3:33:18

26 3004 菊田 早苗 ｷｸﾀ ｻﾅｴ 宮城県 3:33:19

27 3048 今野 由佳 ｲﾏﾉ ﾕｶ 宮城県 3:35:01

28 3047 佐藤 香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 3:36:58

29 3051 滝田 香 ﾀｷﾀ ｶｵﾘ 宮城県 3:37:13

30 3030 佐藤 恵里花 ｻﾄｳ ｴﾘｶ 宮城県 3:38:42

31 3018 佐藤 優香 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 宮城県 3:39:36

32 3043 箱崎 愛 ﾊｺｻﾞｷ ｱｲ 宮城県 3:39:58

33 3010 工藤 由美子 ｸﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 宮城県 3:42:53

34 3053 岸本 なつき ｷｼﾓﾄ ﾅﾂｷ 千葉県 3:46:54

35 3013 伊藤 史世 ｲﾄｳ ﾌﾐﾖ 岩手県 3:49:51
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36 3028 渡部 恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 秋田県 3:50:10

37 3007 三浦 良美 ﾐｳﾗ ﾖｼﾐ 宮城県 3:50:29

38 3024 内舘 博子 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 岩手県 3:51:32

39 3042 高田 朋実 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ 宮城県 3:52:26

40 3040 春田 梨那 ﾊﾙﾀ ﾘﾅ 宮城県 3:54:22

41 3022 小泉 有紀子 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷｺ 山形県 3:58:10

42 3020 安岡 忍 ﾔｽｵｶ ｼﾉﾌﾞ 宮城県 3:59:00

43 3003 安藤 しのぶ ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ 宮城県 4:03:33

44 3021 高田 美穂 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎ 宮城県 4:07:06

45 3055 長崎 睦美 ﾅｶﾞｻｷ ﾑﾂﾐ 宮城県 4:07:42

46 3035 齋藤 亜矢子 ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ 宮城県 4:09:00

47 3026 石庭 寛子 ｲｼﾆﾜ ﾋﾛｺ 福島県 4:19:16

48 3027 熊谷 淳子 ｸﾏﾀﾆ ｱﾂｺ 宮城県 4:20:54

49 3031 佐々木 美絵 ｻｻｷ ﾐｴ 宮城県 4:32:38

50 3023 木村 総子 ｷﾑﾗ ﾌｻｺ 宮城県 5:12:40
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