
第30回 旭市飯岡しおさいマラソン大会

5km女子40歳以上
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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 5075 小山 奈津子 ｺﾔﾏ ﾅﾂｺ 習志野市役所 千葉県 0:21:25
2 5204 中島 和代 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾖ 千葉県 0:22:11
3 5117 深澤 弥生 ﾌｶｻﾞﾜ ﾔﾖｲ 千葉県 0:22:32
4 5122 加瀬 美恵子 ｶｾ ﾐｴｺ 千葉県 0:22:44
5 5192 江波戸 智恵 ｴﾊﾞﾄ ﾁｴ 千葉県 0:22:50
6 5137 加瀬 厚子 ｶｾ ｱﾂｺ 千葉県 0:24:59
7 5406 浜本 佐江子 ﾊﾏﾓﾄ ｻｴｺ 千葉県 0:25:05
8 5271 荒井 綾 ｱﾗｲ ｱﾔ チームアヒ 千葉県 0:25:09
9 5265 鈴木 裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 千葉県 0:26:20

10 5444 伊藤 智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 千葉県 0:27:28
11 5286 花ヶ崎 貴代美 ﾊﾅｶﾞｻｷ ｷﾖﾐ 茨城県 0:28:04
12 5189 市原 裕子 ｲﾁﾊﾗ ﾕｳｺ ニッポンランナーズ 千葉県 0:28:07
13 5298 岡野 弘美 ｵｶﾉ ﾋﾛﾐ 千葉県 0:28:08
14 5261 宮﨑 紀子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘｺ チーム１１８１ 茨城県 0:28:11
15 5205 林 友見 ﾊﾔｼ ﾕﾐ 千葉県 0:28:29
16 5259 永峯 洋子 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｳｺ 千葉県 0:29:32
17 5195 菊池 綾子 ｷｸﾁ ﾋﾛﾖｼ 旭中央病院 千葉県 0:29:54
18 5289 冨田 真紀 ﾄﾐﾀ ﾏｷ 千葉県 0:30:13
19 5400 平津 春子 ﾋﾗﾂ ﾊﾙｺ 千葉県 0:30:13
20 5288 島田 宏子 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ 千葉県 0:30:17
21 5246 小林 孝美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾐ 千葉県 0:30:24
22 5411 森 伊津子 ﾓﾘ ｲﾂｺ 千葉県 0:30:26
23 5327 鈴木 晴代 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾖ 千葉県 0:30:36
24 5368 小林 美千代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾖ 千葉県 0:30:39
25 5344 森田 由紀子 ﾓﾘﾀ ﾕｷｺ 千葉県 0:31:10
26 5247 石毛 光枝 ｲｼｹﾞ ﾐﾂｴ 千葉県 0:31:18
27 5228 大友 真由美 ｵｵﾄﾓ ﾏﾕﾐ 千葉県 0:31:59
28 5197 山下 幸子 ﾔﾏｼﾀ ｻﾁｺ チーム誉田 千葉県 0:32:08
29 5138 小島 裕美 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ こじま農園 千葉県 0:32:16
30 5316 小関 啓子 ｵｾﾞｷ ｹｲｺ 千葉県 0:32:21
31 5434 相川 千代子 ｱｲｶﾜ ﾁﾖｺ 千葉県 0:32:25
32 5291 小松 絵里子 ｺﾏﾂ ｴﾘｺ 千葉県 0:32:43
33 5395 宮本 優子 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ 千葉県 0:32:45
34 5254 播田 佳子 ﾊﾘﾀ ﾖｼｺ 千葉県 0:32:50
35 5334 鈴木 れい子 ｽｽﾞｷ 千葉県 0:33:22
36 5337 山嵜 幸枝 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾁｴ 千葉県 0:33:35
37 5350 加藤 泉 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 東京都 0:33:59
38 5374 石川 亮子 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｺ 埼玉県 0:34:44
39 5355 香取 聖子 ｶﾄﾘ ｾｲｺ 千葉県 0:35:12
40 5341 細川 紀子 ﾎｿｶﾜ ﾉﾘｺ ちーむトトちゃんず 神奈川県 0:36:11
41 5308 土井 恵 ﾄﾞｲ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 0:38:59
42 5359 伊藤 千佳子 ｲﾄｳ ﾁｶｺ 川島Ｃ 千葉県 0:39:25
43 5268 川島 正美 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾐ サンワーク 千葉県 0:41:06
44 5375 篠田 桂子 ｼﾉﾀﾞ ｹｲｺ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:41:35
45 5371 小柴 麻理子 ｺｼﾊﾞ ﾏﾘｺ どすこい 千葉県 0:43:29
46 5432 上田 英美 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 千葉県 0:45:39
47 5330 人見 真澄 ﾋﾄﾐ ﾏｽﾐ とにかく走ろう 茨城県 0:47:47
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