
- 宝浪漫マラソン2022 -

30km 女子　40代の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/9/24

スタート： 8:55:00

 宝達志水総合体育館

 宝浪漫マラソン実行委員会

2時間31分45秒1 岡本 千恵乃1113 ｵｶﾓﾄ ﾁｴﾉ

2時間35分03秒2 奥 由香里1137 ｵｸ ﾕｶﾘ

2時間37分38秒3 野田 瞳1134 ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾐ

2時間46分04秒4 大家 美穂子1147 ｵｵﾔ ﾐﾎｺ むいむい

2時間46分31秒5 山本 弘美1107 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ

2時間46分52秒6 杉本 涼子1160 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｺ

2時間49分34秒7 山田 ゆき江1117 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｴ 岡崎中総ＲＣ

2時間52分19秒8 武村 智恵美1139 ﾀｹﾑﾗ ﾁｴﾐ

2時間53分30秒9 田中 情1129 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

2時間53分57秒10 米澤 美紀1128 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｷ

2時間57分02秒11 山本 英美1138 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾐ

3時間00分00秒12 窪田 沙織1149 ｸﾎﾞﾀ ｻｵﾘ

3時間02分10秒13 村 扶希子1136 ﾑﾗ ﾌｷｺ

3時間02分52秒14 本西 由美子1101 ﾓﾄﾆｼ ﾕﾐｺ 田上ゆるｒｕｎ

3時間05分54秒15 谷口 尚美1144 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾐ

3時間06分47秒16 中山 真紀1109 ﾅｶﾔﾏ ﾏｷ 三千坊さか変

3時間10分32秒17 松井 詩寿子1122 ﾏﾂｲ ｼｽﾞｺ チーム呑んだくれ

3時間10分53秒18 小松 明子1100 ｺﾏﾂ ｱｷｺ

3時間11分39秒19 中村 明子1111 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ

3時間13分09秒20 永田 奈美子1153 ﾅｶﾞﾀ ﾅﾐｺ

3時間14分39秒21 上田 香央里1161 ｳｴﾀﾞ ｶｵﾘ

3時間15分17秒22 松下 優子1104 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺ

3時間15分44秒23 安井 美穂1120 ﾔｽｲ ﾐﾎ

3時間16分04秒24 酒井 美紀1105 ｻｶｲ ﾐｷ

3時間16分51秒25 西村 江里1114 ﾆｼﾑﾗ ｴﾘ

3時間19分26秒26 山本 理恵1162 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ

3時間20分24秒27 金子 智子1130 ｶﾈｺ ﾄﾓｺ 金沢中央走ろう会

3時間20分56秒28 古田 里江子1118 ﾌﾙﾀ ﾘｴｺ

3時間22分23秒29 吉田 美咲1140 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ

3時間23分01秒30 池田 雅代1110 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾖ

3時間25分08秒31 常橋 美香1156 ﾂﾈﾊｼ ﾐｶ

3時間25分53秒32 東出 祐美1166 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾕﾐ ＩＲＣ

3時間33分17秒33 廣瀧 愛子1124 ﾋﾛﾀｷ ｱｲｺ 一木ＲＣ

3時間34分26秒34 米澤 佐都美1116 ﾖﾈｻﾞﾜ ｻﾄﾐ

3時間34分54秒35 吉備 久美子1119 ｷﾋﾞ ｸﾐｺ

3時間37分48秒36 前本 薫1164 ﾏｴﾓﾄ ｶｵﾙ

3時間38分17秒37 佐野 典子1148 ｻﾉ ﾉﾘｺ

3時間40分21秒38 築山 貴子1108 ﾂｷﾔﾏ ﾀｶｺ

3時間42分19秒39 川本 リョウコ1146 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳｺ

3時間43分23秒40 藤森 文子1131 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｺ 田上ゆるらん

3時間43分32秒41 神崎 久子1133 ｶﾝｻﾞｷ ﾋｻｺ

3時間43分56秒42 宮崎 美恵子1103 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｴｺ 一期一会

3時間46分52秒43 横川 美緒1151 ﾖｺｶﾜ ﾐｵ

3時間50分11秒44 倉内 由美子1123 ｸﾗｳﾁ ﾕﾐｺ

3時間50分37秒45 多勢 恵美子1132 ﾀｾ ｴﾐｺ

3時間50分51秒46 山川 里子1115 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｺ

3時間51分03秒47 高木 美紀1141 ﾀｶｷﾞ ﾐｷ

3時間57分48秒48 苗代 真由美1143 ﾅﾜｼﾛ ﾏﾕﾐ 大人のマラソン

4時間01分15秒49 宇野 理英1135 ｳﾉ ﾘｴ

4時間01分59秒50 神保 江梨香1154 ｼﾞﾝﾎﾞ ｴﾘｶ
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4時間10分21秒51 中島 和美1112 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾐ

4時間13分20秒52 木下 麻子1121 ｷﾉｼﾀ ｱｻｺ

4時間21分05秒53 佐野 由香里1158 ｻﾉ ﾕｶﾘ

4時間21分14秒54 谷村 順子1163 ﾀﾆﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

4時間21分58秒55 高 穂栞1165 ｺｳ ﾏﾄﾞｶ

4時間24分54秒56 伊藤 朋子1125 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ 協伸静塗
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