
第30回 旭市飯岡しおさいマラソン大会

10km女子39歳以下
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

1 10056 原田 紗枝 ﾊﾗﾀﾞ ｻｴ 千葉県 0:36:51
2 10022 大西 夏帆 ｵｵﾆｼ ｶﾎ 木更津総合高校 千葉県 0:37:27
3 10034 千葉 美奈 ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ 木更津総合高校 千葉県 0:39:12
4 10035 齋藤 采栄花 ｻｲﾄｳ ｻｴｶ 木更津総合高校 千葉県 0:40:20
5 10068 鷹崎 晃子 ﾀｶｻｷ ｱｷｺ げっぴ会・鹿島 栃木県 0:42:48
6 10067 平野 帆ノ佳 ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ 旭一中 千葉県 0:43:37
7 10078 木内 あずさ ｷｳﾁ ｱｽﾞｻ 千葉県 0:44:12
8 10631 名雪 ひとみ ﾅﾕｷ ﾋﾄﾐ 匝瑳高校陸上部 千葉県 0:45:44
9 10242 中村 沙知 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁ 千葉県 0:48:06

10 10069 森 紅歌 ﾓﾘ ﾍﾞﾆｶ 畑沢中学校 千葉県 0:48:08
11 10131 古家 明美 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ 千葉県 0:48:26
12 10148 畔蒜 愛 ｱﾋﾞﾙ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 0:48:54
13 10245 齊藤 裕子 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ 茨城県 0:50:45
14 10175 佐野 七美 ｻﾉ ﾅﾅﾐ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:52:16
15 10113 上原 はるか ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ 千葉県 0:53:21
16 10415 関根 有実子 ｾｷﾈ ﾕﾐｺ 埼玉県 0:53:22
17 10584 藤代 秀美 ﾌｼﾞｼﾛ ﾋﾃﾞﾐ 東京都 0:53:46
18 10638 新留 英里 ﾆｲﾄﾞﾒ ｴﾘ たいよう体操クラブ 千葉県 0:54:14
19 10326 森 ゆかり ﾓﾘ ﾕｶﾘ 千葉県 0:54:17
20 10362 相川 とも美 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾐ すみれ 千葉県 0:54:34
21 10171 加藤 瑠菜 ｶﾄｳ ﾙﾅ 千葉県 0:55:02
22 10173 本村 千尋 ﾓﾄﾑﾗ ﾁﾋﾛ 茨城県 0:55:25
23 10123 青柳 杏奈 ｱｵﾔｷﾞ ｱﾝﾅ 銚子商業 千葉県 0:55:51
24 10190 青澤 美由紀 ｱｵｻﾜ ﾐﾕｷ チーム走風酔 千葉県 0:56:13
25 10515 関野 優子 ｾｷﾉ ﾕｳｺ 千葉県 0:56:23
26 10481 近藤 あやね ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ 千葉県 0:56:24
27 10577 田中 菜々美 ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 千葉県 0:56:25
28 10363 相川 由佳 ｱｲｶﾜ ﾕｶ すみれ 千葉県 0:56:26
29 10295 坂井 五月 ｻｶｲ ｻﾂｷ 三井住友銀行 千葉県 0:57:05
30 10305 野田 麻未 ﾉﾀﾞ ﾏﾐ 千葉県 0:57:43
31 10255 宇井 くるみ ｳｲ ｸﾙﾐ 千葉県 0:57:49
32 10514 池田 知佳 ｲｹﾀﾞ ﾁｶ 千葉県 0:57:56
33 10468 北島 奈穂子 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵｺ 東京都 0:58:00
34 10436 留守 美菜子 ﾙｽ ﾐﾅｺ 千葉県 0:58:23
35 10407 高木 めぐみ ﾀｶｷﾞ ﾒｸﾞﾐ ヤンチャーズｈｉ 千葉県 1:00:17
36 10380 池崎 碧 ｲｹｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 1:01:06
37 10222 福士 利恵 ﾌｸｼ ﾘｴ チーム誉田 千葉県 1:01:24
38 10339 丸山 茜 ﾏﾙﾔﾏ ｱｶﾈ 千葉県 1:02:20
39 10385 山崎 明日香 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ 千葉県 1:04:44
40 10560 下山 麗香 ｼﾓﾔﾏ ﾚｲｶ 千葉県 1:04:52
41 10574 金澤 めぐみ ｶﾅｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 1:06:02
42 10298 竹内 礼奈 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 三井住友銀行 東京都 1:06:15
43 10606 安倍 友華 ｱﾍﾞ ﾕｶ 千葉県 1:06:18
44 10607 多田 友美 ﾀﾀﾞ ﾕﾐ 千葉県 1:06:18
45 10121 稲毛 瑠杏 ｲﾅｹﾞ ﾙｱ 千葉県 1:07:34
46 10392 吉野 絵美 ﾖｼﾉ ｴﾐ 千葉県 1:08:10
47 10640 瀬尾 かおり ｾｵ ｶｵﾘ 千葉県 1:08:59
48 10541 中尾 彩奈 ﾅｶｵ ｱﾔﾅ 千葉県 1:08:59
49 10511 平野 由紀 ﾋﾗﾉ ﾕｷ 千葉県 1:10:53
50 10462 大網 珠季 ｵｵｱﾐ ﾀﾏｷ 千葉県 1:12:13
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