
- 宝浪漫マラソン2022 -

10km 女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/24

スタート： -

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

43分27秒1 大浦 香3074 ｵｵｳﾗ ｶｵﾘ

50分12秒2 谷口 志保美3023 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾎﾐ

52分52秒3 松本 由紀3047 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷ

53分44秒4 中村 ちえみ3026 ﾅｶﾑﾗ ﾁｴﾐ 可愛い子ちゃん倶楽部

54分37秒5 岡田 順子3029 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

54分40秒6 貞 幸代3040 ｻﾀﾞ ｻﾁﾖ

56分15秒7 藤井 清香3051 ﾌｼﾞｲ ｻﾔｶ

57分11秒8 梁 妹蓮3067 ﾘｬﾝ ﾒｲﾚﾝ

58分21秒9 村上 由美3014 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾐ 宝達志水町役場

59分14秒10 中澤 浩美3020 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ

59分15秒11 長島 ゆき3031 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｷ

59分59秒12 竹島 明日香3081 ﾀｹｼﾏ ｱｽｶ

1時間00分01秒13 宮井 輝枝3012 ﾐﾔｲ ﾃﾙｴ

1時間01分15秒14 柴山 莉絵子3075 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾘｴｺ

1時間01分41秒15 堀内 幸代3025 ﾎﾘｳﾁ ｻﾁﾖ

1時間02分18秒16 志幸 明香3064 ｼｺｳ ｻﾔｶ

1時間02分29秒17 竹谷 陽子3049 ﾀｹﾀﾆ ﾖｳｺ

1時間02分49秒18 竹村 康子3016 ﾀｹﾑﾗ ﾔｽｺ

1時間03分11秒19 住田 真佐美3004 ｽﾐﾀ ﾏｻﾐ

1時間03分13秒20 横井 さやか3041 ﾖｺｲ ｻﾔｶ

1時間03分18秒21 篠田 いずみ3045 ｼﾉﾀﾞ ｲｽﾞﾐ

1時間03分23秒22 池島 恵子3005 ｲｹｼﾏ ｹｲｺ

1時間03分35秒23 斉藤 寿美江3032 ｻｲﾄｳ ｽﾐｴ

1時間03分40秒24 太田 あかね3008 ｵｵﾀ ｱｶﾈ

1時間04分10秒25 井上 由紀3015 ｲﾉｳｴ ﾕｷ

1時間04分28秒26 坂上 晴美3055 ｻｶｳｴ ﾊﾙﾐ

1時間04分33秒27 長山 光恵3009 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾂｴ 金沢中央走ろう会

1時間05分06秒28 石田 絵実3048 ｲｼﾀ ｴﾐ

1時間05分11秒29 高森 啓子3034 ﾀｶﾓﾘ ｹｲｺ

1時間05分15秒30 小村 美紀3053 ｺﾑﾗ ﾐｷ

1時間05分31秒31 吉田 淳美3069 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾐ

1時間06分28秒32 森田 やす子3063 ﾓﾘﾀ ﾔｽｺ 宝達高校

1時間07分00秒33 栂 睦美3006 ﾄｶﾞ ﾑﾂﾐ 金沢中央走ろう会

1時間07分33秒34 赤井 杏樹3078 ｱｶｲ ｱﾝｼﾞｭ 金沢工業大学

1時間07分33秒35 川上 理緒3077 ｶﾜｶﾐ ﾘｵ 金沢工業大学

1時間09分13秒36 内潟 和江3011 ｳﾁｶﾀ ｶｽﾞｴ

1時間09分26秒37 神谷 杏由美3079 ｶﾐﾔ ｱﾕﾐ

1時間10分19秒38 由井 理絵3039 ﾕｲ ﾘｴ

1時間10分59秒39 酒井 陽子3062 ｻｶｲ ﾖｳｺ

1時間11分33秒40 柴木 栄子3003 ｼﾊﾞｷ ｴｲｺ

1時間11分43秒41 竹谷 真紀3046 ﾀｹﾀﾆ ﾏｷ

1時間11分54秒42 牛島 響子3073 ｳｼｼﾞﾏ ｷｮｳｺ

1時間12分22秒43 松村 梨沙3061 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｻ

1時間13分12秒44 棚瀬 沙織3056 ﾀﾅｾ ｻｵﾘ

1時間14分05秒45 広見 万希子3066 ﾋﾛﾐ ﾏｷｺ

1時間14分06秒46 湊 千賀子3058 ﾐﾅﾄ ﾁｶｺ

1時間14分18秒47 嶌村 悠3080 ｼﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ

1時間14分34秒48 西尾 由梨3052 ﾆｼｵ ﾕﾘ

1時間14分47秒49 長谷田 智恵3038 ﾊｾﾀﾞ ﾁｴ

1時間14分55秒50 濱田 満美子3019 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾐｺ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 宝浪漫マラソン2022 -

10km 女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/24

スタート： -

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

1時間15分16秒51 山田 彩子3054 ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｺ

1時間15分21秒52 松尾 由紀3022 ﾏﾂｵ ﾕｷ

1時間16分42秒53 金田 千秋3010 ｶﾅﾀﾞ ﾁｱｷ

1時間17分34秒54 高田 千夏3036 ﾀｶﾀﾞ ﾁﾅﾂ エンパワー・サポート株式会

1時間17分34秒55 長縄 詩織3076 ﾅｶﾞﾅﾜ ｼｵﾘ

1時間20分10秒56 平田 歩3027 ﾋﾗﾀ ｱﾕﾐ

1時間20分51秒57 山本 美紗子3068 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻｺ

1時間20分56秒58 中宮 千里3065 ﾅｶﾐﾔ ﾁｻﾄ

1時間21分30秒59 田畑 静江3007 ﾀﾊﾞﾀ ｼｽﾞｴ

1時間21分49秒60 中村 和子3002 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ アズサーズ

1時間21分55秒61 神谷 晴津子3024 ｶﾐﾔ ｾﾂｺ アズサーズ

1時間22分38秒62 牛田 牧絵3033 ｳｼﾀﾞ ﾏｷｴ

1時間23分06秒63 村上 真紗穂3071 ﾑﾗｶﾐ ﾐｻﾎ ミラフル

1時間25分12秒64 野口 理香3044 ﾉｸﾞﾁ ﾘｶ

1時間25分32秒65 濱田 陽子3021 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｺ ビッキー

1時間25分34秒66 村井 聖美3013 ﾑﾗｲ ｷﾖﾐ

1時間29分17秒67 竹内 美和3042 ﾀｹｳﾁ ﾐﾜ

1時間29分23秒68 高田 哉3060 ﾀｶﾀﾞ ｶﾅ

1時間31分38秒69 倉地 理奈3072 ｸﾗﾁ ﾘﾅ

1時間32分55秒70 飯田 玲子3059 ｲｲﾀﾞ ﾚｲｺ

1時間38分29秒71 松尾 ツヤ子3001 ﾏﾂｵ ﾂﾔｺ

1時間44分54秒72 和多 みゆ3057 ﾜﾀﾞ ﾐﾕ
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