
第31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 10454 所 愛菜 ﾄｺﾛ ｱｲﾅ 千葉県 0:43:01
2 10458 金井 桃子 ｶﾅｲ ﾓﾓｺ 東京都 0:46:46
3 10467 小山 咲耶 ｺﾔﾏ ｻｸﾔ 千葉県 0:48:32
4 10456 青柳 杏奈 ｱｵﾔｷﾞ ｱﾝﾅ 城西国際大学 千葉県 0:48:37
5 10455 古家 明美 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ 千葉県 0:48:49
6 10457 菅澤 瑞希 ｽｶﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 千葉県 0:50:37
7 10462 佐藤 ゆかり ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 千葉県 0:53:45
8 10450 上原 はるか ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ 千葉県 0:53:46
9 10461 佐野 七美 ｻﾉ ﾅﾅﾐ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:53:52

10 10480 前川 紗槻 ﾏｴｶﾜ ｻｷ 銚子ＬＣ 東京都 0:53:52
11 10469 笠原 華葉 ｶｻﾊﾗ ﾊﾅﾖ 千葉県 0:54:37
12 10481 金田 彩花 ｶﾅﾀﾞ ｱﾔｶ 三井住友銀行 東京都 0:54:40
13 10511 手島 里緒 ﾃｼﾞﾏ ﾘｵ 千葉県 0:54:41
14 10472 加藤 瑠菜 ｶﾄｳ ﾙﾅ 千葉県 0:54:43
15 10459 千田 愛香 ﾁﾀﾞ ﾏﾅｶ 千葉県 0:55:24
16 10501 鵜殿 理江 ｳﾄﾞﾉ ﾘｴ 旭中央病院 千葉県 0:55:28
17 10478 新名 海音 ﾆｲﾅ ｶﾉﾝ 千葉県 0:55:32
18 10470 生田 悠里 ｲｸﾀ ﾕｳﾘ 千葉県 0:55:39
19 10474 菊地 華帆 ｷｸﾁ ｶﾎ 千葉県 0:55:43
20 10485 篠原 波 ｼﾉﾊﾗ ﾅﾐ 千葉県 0:55:51
21 10464 新留 英里 ﾆｲﾄﾞﾒ ｴﾘ たいよう体操クラブ 千葉県 0:55:53
22 10496 三枝 真理子 ｻｴｸﾞｻ ﾏﾘｺ 千葉県 0:56:16
23 10449 長谷川 仁美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 茨城県 0:56:16
24 10476 深堀 亮子 ﾌｶﾎﾞﾘ ｱｷｺ 千葉県 0:56:18
25 10473 相川 とも美 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県 0:56:41
26 10463 八木 華七子 ﾔｷﾞ ｶﾅｺ 千葉県 0:57:01
27 10493 戸村 仁美 ﾄﾑﾗ ﾋﾄﾐ 千葉県 0:57:21
28 10489 大谷 奈美 ｵｵﾀﾆ ﾅﾐ 千葉県 0:57:22
29 10477 廣野 真帆 ﾋﾛﾉ ﾏﾎ 茨城県 0:58:23
30 10508 吉田 明希 ﾖｼﾀﾞ ｱｷ 千葉県 0:59:40
31 10484 関野 優子 ｾｷﾉ ﾕｳｺ 千葉県 1:00:37
32 10495 川村 颯季 ｶﾜﾑﾗ ｻﾂｷ 千葉県 1:01:08
33 10468 山岸 あずさ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｽﾞｻ 千葉県 1:01:14
34 10451 福沢 藍 ﾌｸｻﾜ ｱｲ 千葉県 1:01:39
35 10488 豊永 小百合 ﾄﾖﾅｶﾞ ｻﾕﾘ 千葉県 1:01:45
36 10482 石井 理恵子 ｲｼｲ ﾘｴｺ 千葉県 1:02:19
37 10499 八角 加菜 ﾊｯｶｸ ｶﾅ 千葉県 1:03:25
38 10500 渡辺 愛菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾅ 旭中央病院 千葉県 1:03:30
39 10487 宇野澤 広海 ｳﾉｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 埼玉県 1:05:18
40 10486 安達 美希 ｱﾀﾞﾁ ﾐｷ 埼玉県 1:05:18
41 10507 篠塚 智美 ｼﾉﾂﾞｶ ﾄﾓﾐ 千葉県 1:05:28
42 10492 多田 友美 ﾀﾀﾞ ﾕﾐ 千葉県 1:06:53
43 10503 髙野 和子 ﾀｶﾉ 千葉県 1:07:29
44 10502 塚原 千夏 ﾂｶﾊﾗ ﾁﾅﾂ 千葉県 1:07:55
45 10505 丸山 彩華 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 千葉県 1:07:58
46 10491 伊藤 まりな ｲﾄｳ ﾏﾘﾅ 千葉県 1:08:12
47 10471 海上 美紅 ｳﾅｶﾐ ﾐｸ 千葉県 1:08:42
48 10490 黒内 雅美 ｸﾗｳﾁ ﾏｻﾐ 千葉県 1:10:34
49 10497 倉田 佳奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ 千葉県 1:11:06
50 10452 二戸 聖 ﾆﾄ ﾋｼﾞﾘ 千葉県 1:11:46
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