
2019/05/19 11:31:17 1 / 3 ページ Official Timer & Result By ISTS

1 6364 菅原 めぐみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 奥州市 ＩＷＡＳＰＯ 0:41:37
2 6414 伊藤 白百合 ｲﾄｳ ｻﾕﾘ 岩手県 北上市 0:44:10
3 6342 小笠原 千恵 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾁｴ 青森県 青森市 0:45:19
4 6313 土橋 真美 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏｽﾐ 岩手県 北上市 0:46:23
5 6391 村上 美由紀 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ 宮城県 仙台市 0:47:11
6 6333 森 孝子 ﾓﾘ ﾀｶｺ 宮城県 岩沼市 七転八起 0:47:13
7 6385 千葉 栄子 ﾁﾊﾞ ｴｲｺ 宮城県 仙台市 ＡＲＣ仙台 0:48:13
8 6347 菊地 聖子 ｷｸﾁ ｼｮｳｺ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 0:48:18
9 6402 千葉 理恵 ﾁﾊﾞ ﾘｴ 宮城県 仙台市 0:48:36
10 6345 梅木 圭子 ｳﾒｷ ｹｲｺ 岩手県 北上市 東北電力 0:48:37
11 6407 石井 明日美 ｲｼｲ ｱｽﾐ 秋田県 潟上市 0:49:23
12 6388 佐藤 睦美 ｻﾄｳ ﾑﾂﾐ 岩手県 奥州市 0:49:32
13 6352 駒込 智美 ｺﾏｺﾞﾒ ﾄﾓﾐ 福島県 会津若松市 0:50:39
14 6355 佐藤 恵美子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ 岩手県 一関市 花泉らんらん 0:51:31
15 6411 塩澤 彰子 ｼｵｻﾞﾜ ｱｷｺ 東京都 国分寺市 西国走らん会 0:52:45
16 6303 谷地 憲子 ﾔﾁ ﾉﾘｺ 岩手県 雫石町 0:53:09
17 6358 佐々木 芳子 ｻｻｷ ﾖｼｺ 岩手県 遠野市 リクブ遠野 0:53:36
18 6301 佐藤 珠江 ｻﾄｳ ﾀﾏｴ 岩手県 奥州市 0:53:51
19 6334 佐藤 京子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 宮城県 仙台市 仙台走爽会 0:53:52
20 6394 太田代 香織 ｵｵﾀｼﾛ ｶｵﾘ 岩手県 花巻市 0:53:53
21 6305 青木 洋美 ｱｵｷ ﾋﾛﾐ 福島県 郡山市 0:54:30
22 6398 久慈 里奈 ｸｼﾞ ﾘﾅ 岩手県 盛岡市 醗酵クラブ 0:55:09
23 6366 菊地 富美子 ｷｸﾁ ﾌﾐｺ 岩手県 奥州市 やまゆりランナーズ 0:56:01
24 6319 向井 なつえ ﾑｶｲ ﾅﾂｴ 千葉県 柏市 おぶちゃん 0:56:14
25 6405 小野 純奈 ｵﾉ ｽﾐﾅ 東京都 大田区 明走会 0:56:36
26 6302 中村 惠美 ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 奥州市 荻の窪＠走遊会 0:56:44
27 6323 野澤 寿江 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼｴ 埼玉県 さいたま市 0:57:17
28 6327 吉田 久美子 ﾖｼﾀﾞ ｸﾐｺ 神奈川県 川崎市 0:57:43
29 6308 小野寺 由美子 ｵﾉﾃﾞﾗ 岩手県 奥州市 0:58:47
30 6373 我妻 里美 ｱｶﾞﾂﾏ ｻﾄﾐ 岩手県 盛岡市 セントラルスポーツ盛岡 0:59:06
31 6377 日影 美由希 ﾋｶｹﾞ ﾐﾕｷ 岩手県 盛岡市 0:59:12
32 6336 小関 桂 ｺｾｷ ｶﾂﾗ 山形県 山形市 ＩＴＲＣ 0:59:28
33 6415 佐藤 理恵 ｻﾄｳ ﾘｴ 岩手県 盛岡市 0:59:33
34 6340 千葉 富喜子 ﾁﾊﾞ ﾌｷｺ 岩手県 北上市 さゆりプロダクション 1:00:06
35 6362 藤原 理恵 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｴ 岩手県 一関市 1:00:24
36 6369 村中 仁美 ﾑﾗﾅｶ ﾋﾄﾐ 宮城県 角田市 1:00:25
37 6409 田原 志津子 ﾀﾊﾞﾙ ｼﾂﾞｺ 宮城県 石巻市 1:00:39
38 6374 晴山 祐子 ﾊﾚﾔﾏ ﾕｳｺ 岩手県 北上市 1:01:05
39 6381 坂本 牧子 ｻｶﾓﾄ ﾏｷｺ 岩手県 盛岡市 1:03:13
40 6408 高橋 泰枝 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｴ 岩手県 盛岡市 1:03:27
41 6375 佐々木 文子 ｻｻｷ ﾌﾐｺ 岩手県 一関市 1:03:41
42 6379 藤沼 美枝子 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾐｴｺ 東京都 台東区 ランナーズ．Ｓ 1:04:08
43 6413 高瀬 志緒 ﾀｶｾ ｼｵ 岩手県 盛岡市 1:04:10
44 6307 菅野 圭子 ｶﾝﾉ ｹｲｺ 岩手県 奥州市 1:04:11
45 6330 浅沼 奈都美 ｱｻﾇﾏ ﾅﾂﾐ 岩手県 奥州市 浅沼モータース 1:04:12
46 6424 秦 晃子 ﾊﾀ ｱｷｺ 青森県 弘前市 1:04:32
47 6382 佐藤 洋子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 岩手県 北上市 1:04:53
48 6359 佐藤 まき ｻﾄｳ ﾏｷ 岩手県 一関市 1:05:11
49 6316 佐藤 智美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 秋田県 大仙市 東亜リース（株） 1:05:57
50 6370 田村 和子 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｺ 岩手県 盛岡市 1:06:03

2019年5月19日



2019/05/19 11:31:17 2 / 3 ページ Official Timer & Result By ISTS

51 6320 沖舘 和江 ｵｷﾀﾞﾃ ｶｽﾞｴ 岩手県 遠野市 リクブ遠野 1:06:08
52 6396 畠山 幸恵 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｷｴ 岩手県 紫波町 1:06:29
53 6304 内藤 順子 ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 宮古市 チームいなじ 1:06:33
54 6371 森 祐子 ﾓﾘ ﾕｳｺ 東京都 豊島区 マキシム・ジャパン 1:06:48
55 6343 齋藤 真紀 ｻｲﾄｳ ﾏｷ 宮城県 村田町 1:07:18
56 6350 阿部 直子 ｱﾍﾞ ﾅｵｺ 岩手県 一関市 ＲＵＮぼるぎーに 1:07:21
57 6392 古舘 由紀子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕｷｺ 岩手県 盛岡市 1:07:36
58 6376 佐藤 美香 ｻﾄｳ ﾐｶ 岩手県 奥州市 1:07:48
59 6403 米田 教子 ﾏｲﾀ ｷｮｳｺ 岩手県 盛岡市 1:07:50
60 6380 花輪 志文恵 ﾊﾅﾜ ｼｽﾞｴ 岩手県 遠野市 1:07:56
61 6412 渡辺 真由美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ 岩手県 盛岡市 1:08:23
62 6332 小野寺 朋美 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾐ 岩手県 一関市 1:08:26
63 6318 眞籠 朋美 ﾏｺﾞﾒ ﾄﾓﾐ 岩手県 奥州市 1:09:04
64 6360 安藤 愛子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ 秋田県 大仙市 1:09:14
65 6423 鴻巣 陽子 ｺｳﾉｽ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 1:09:19
66 6351 齋藤 こずえ ｻｲﾄｳ ｺｽﾞｴ 岩手県 奥州市 1:09:41
67 6404 高橋 恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 秋田県 横手市 1:09:51
68 6357 三ツ松 早苗 ﾐﾂﾏﾂ ｻﾅｴ 千葉県 船橋市 1:10:26
69 6329 熊谷 恵 ｸﾏｶﾞｲ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 仙台市 1:10:56
70 6390 千田 明海 ﾁﾀﾞ ｱｹﾐ 岩手県 北上市 1:11:31
71 6410 佐藤 文枝 ｻﾄｳ ﾌﾐｴ 岩手県 大船渡市 1:11:38
72 6420 掛川 はるな ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 岩手県 矢巾町 1:11:45
73 6322 菊地 奏子 ｷｸﾁ ｶﾅｺ 岩手県 奥州市 ＳＡＴ－ＤＡＺＯ 1:12:11
74 6311 渡辺 智恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴ 岩手県 奥州市 チーム ｉ 1:12:29
75 6356 大澤 温子 ｵｵｻﾜ ｱﾂｺ 千葉県 八千代市 おひさまｋｋ 1:12:38
76 6425 工藤 和歌子 ｸﾄﾞｳ ﾜｶｺ 青森県 弘前市 1:12:56
77 6367 伊藤 美香 ｲﾄｳ ﾐｶ 岩手県 奥州市 1:13:13
78 6383 澤山 和子 ｻﾜﾔﾏ ｶｽﾞｺ 岩手県 紫波町 ＭＡＲＯＮ５ 1:13:29
79 6419 高橋 正記子 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｺ 岩手県 奥州市 1:13:56
80 6331 阿部 真姫 ｱﾍﾞ ﾏｷ 岩手県 奥州市 大桜ＲＣ 1:14:24
81 6346 本間 淳子 ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 仙台市 1:14:29
82 6368 高橋 卓子 ﾀｶﾊｼ ﾄｸｺ 岩手県 奥州市 1:14:59
83 6344 西村 正子 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｺ 岩手県 奥州市 ＳＡＴーＤＡＺＯ 1:15:30
84 6328 牧 幸恵 ﾏｷ ﾕｷｴ 岩手県 盛岡市 1:16:04
85 6418 出村 真喜子 ﾃﾞﾑﾗ ﾏｷｺ 宮城県 仙台市 1:16:14
86 6422 岩崎 ひろみ ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾐ 宮城県 石巻市 1:16:20
87 6426 伊藤 華子 ｲﾄｳ ﾊﾅｺ 岩手県 一関市 1:16:42
88 6365 武田 輝美 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙﾐ 宮城県 東松島市 1:16:54
89 6416 丹内 亮子 ﾀﾝﾅｲ ｱｷｺ 岩手県 北上市 1:17:55
90 6393 佐々木 真智子 ｻｻｷ ﾏﾁｺ 岩手県 奥州市 1:18:01
91 6421 佐藤 なおみ ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 宮城県 石巻市 1:18:15
92 6337 高橋 一美 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ 宮城県 石巻市 1:18:25
93 6314 大内 美由紀 ｵｵｳﾁ ﾐﾕｷ 岩手県 平泉町 1:18:52
94 6361 玉井 由希子 ﾀﾏｲ ﾕｷｺ 愛知県 名古屋市 玉井ランニング倶楽部 1:19:11
95 6309 小原 春香 ｵﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 岩手県 北上市 1:19:34
96 6325 菊池 馨 ｷｸﾁ ｶｵﾘ 岩手県 奥州市 1:20:01
97 6400 須藤 文子 ｽﾄｳ ﾌﾐｺ 岩手県 奥州市 ＴｅａｍＮＡＯＫＯ 1:20:56
98 6417 小野寺 宮子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾔｺ 岩手県 盛岡市 1:22:22
99 6363 赤坂 江利子 ｱｶｻｶ ｴﾘｺ 岩手県 奥州市 1:22:46
100 6372 斎藤 あゆみ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 宮城県 角田市 ニューフレンド 1:26:39
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101 6306 星野 智子 ﾎｼﾉ ﾄﾓｺ 神奈川県 川崎市 1:26:42
102 6335 植栗 彩子 ｳｴｸﾞﾘ ｱﾔｺ 東京都 世田谷区 1:27:44
103 6384 木村 美栄子 ｷﾑﾗ ﾐｴｺ 神奈川県 横浜市 シャア専用 1:28:13
104 6324 高橋 ウィチター ﾀｶﾊｼ ｳｨﾁﾀｰ 岩手県 奥州市 1:28:26
105 6321 千田 純子 ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 矢巾町 1:28:57
106 6406 安藤 由美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山形県 山形市 1:29:12
107 6310 梅原 寛子 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛｺ 岩手県 奥州市 1:31:55
108 6401 小野寺 久美子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｸﾐｺ 岩手県 奥州市 ＴｅａｍＮＡＯＫＯ 1:40:12
109 6399 伊藤 悦子 ｲﾄｳ ｴﾂｺ 岩手県 奥州市 1:42:58
110 6312 千田 寿恵 ﾁﾀﾞ ﾋｻｴ 岩手県 奥州市 1:42:58
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