
- 宝浪漫マラソン2022 -

30km 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

2時間03分04秒1 畑中 春香1202 ﾊﾀﾅｶ ﾊﾙｶ

2時間05分17秒2 舛田 果那1181 ﾏｽﾀﾞ ｶﾅ ｓｔｙｌｉｓｈ

2時間17分18秒3 田邉 ひとみ1097 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ ランコレクション

2時間18分16秒4 山田 由紀1142 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷ

2時間19分21秒5 兒玉 里恵1155 ｺﾀﾞﾏ ｻﾄｴ ｃｌｕｂ　ＭＳＲ

2時間21分16秒6 森田 泉1157 ﾓﾘﾀ ｲｽﾞﾐ ＣＬＵＢＭＳＲ

2時間22分47秒7 太田 和代1095 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖ

2時間27分37秒8 高橋 円1145 ﾀｶﾊｼ ﾏﾄﾞｶ ＮｏｗＳｔｙｌｅ

2時間28分51秒9 通 来美1187 ﾄｵﾘ ｸﾙﾐ

2時間30分00秒10 湊 美子1075 ﾐﾅﾄ ﾖｼｺ

2時間30分41秒11 扇原 美和1179 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾜ

2時間31分45秒12 岡本 千恵乃1113 ｵｶﾓﾄ ﾁｴﾉ

2時間35分03秒13 奥 由香里1137 ｵｸ ﾕｶﾘ

2時間36分36秒14 松本 康子1054 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｺ アピアGRA

2時間37分38秒15 野田 瞳1134 ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾐ

2時間38分02秒16 大橋 絵理子1061 ｵｵﾊｼ ｴﾘｺ ナウスタイル

2時間38分26秒17 福島 一二三1024 ﾌｸｼﾏ ﾋﾌﾐ 芭蕉珈琲ランクラブ

2時間38分38秒18 森村 恵美1173 ﾓﾘﾑﾗ ｴﾐ

2時間41分07秒19 中村 可奈子1168 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ

2時間41分44秒20 安田 真由美1033 ﾔｽﾀ ﾏﾕﾐ

2時間42分17秒21 萩原 妙子1053 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｴｺ

2時間42分27秒22 西野 直美1039 ﾆｼﾉ ﾅｵﾐ クラブ福光

2時間42分59秒23 藤井 雅美1071 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾐ

2時間46分04秒24 大家 美穂子1147 ｵｵﾔ ﾐﾎｺ むいむい

2時間46分05秒25 武田 真由子1197 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｺ

2時間46分31秒26 山本 弘美1107 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ

2時間46分52秒27 杉本 涼子1160 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｺ

2時間49分25秒28 田中 恵1064 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ

2時間49分34秒29 山田 ゆき江1117 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｴ 岡崎中総ＲＣ

2時間51分21秒30 坂野 洋子1012 ｻｶﾉ ﾖｳｺ

2時間52分19秒31 武村 智恵美1139 ﾀｹﾑﾗ ﾁｴﾐ

2時間53分30秒32 田中 情1129 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

2時間53分57秒33 米澤 美紀1128 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｷ

2時間54分28秒34 辰田 君子1026 ﾀﾂﾀﾞ ｷﾐｺ

2時間55分41秒35 中嶌 清美1017 ﾅｶｼﾏ ｷﾖﾐ

2時間56分09秒36 三角 安代1066 ﾐｽﾐ ﾔｽﾖ

2時間57分02秒37 山本 英美1138 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾐ

2時間58分59秒38 村山 絵美1169 ﾑﾗﾔﾏ ｴﾐ

2時間59分41秒39 山岸 瑞穂1062 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｽﾞﾎ 金沢ＡＣ

3時間00分00秒40 窪田 沙織1149 ｸﾎﾞﾀ ｻｵﾘ

3時間00分38秒41 吉岡 朋子1065 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｺ

3時間02分04秒42 中川 恵美子1007 ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾐｺ

3時間02分10秒43 村 扶希子1136 ﾑﾗ ﾌｷｺ

3時間02分52秒44 本西 由美子1101 ﾓﾄﾆｼ ﾕﾐｺ 田上ゆるｒｕｎ

3時間03分57秒45 林 千鶴1074 ﾊﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ ＮＯＷ　ＳＴＹＬＥ

3時間05分54秒46 谷口 尚美1144 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾐ

3時間05分59秒47 上原 とも子1090 ｳｴﾊﾗ ﾄﾓｺ

3時間06分47秒48 中山 真紀1109 ﾅｶﾔﾏ ﾏｷ 三千坊さか変

3時間08分44秒49 中島 玲子1019 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲｺ

3時間09分37秒50 谷口 麗子1029 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚｲｺ
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3時間10分22秒51 山崎 真由美1035 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾕﾐ ＫＩＮＤ

3時間10分30秒52 飯島 美穂1008 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾎ

3時間10分32秒53 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54 小松 明子1100 ｺﾏﾂ ｱｷｺ

3時間11分39秒55 中村 明子1111 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ

3時間12分33秒56 塩谷 真美1080 ｼｵﾀﾆ ﾏﾐ

3時間12分47秒57 高橋 侑真1201 ﾀｶﾊｼ ﾕﾏ

3時間13分09秒58 永田 奈美子1153 ﾅｶﾞﾀ ﾅﾐｺ

3時間14分17秒59 西部 清子1004 ﾆｼﾍﾞ ｷﾖｺ エアーズ

3時間14分35秒60 山下 真穂1176 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾎ

3時間14分39秒61 上田 香央里1161 ｳｴﾀﾞ ｶｵﾘ

3時間15分17秒62 松下 優子1104 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺ

3時間15分22秒63 中村 真璃1190 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘ

3時間15分44秒64 安井 美穂1120 ﾔｽｲ ﾐﾎ

3時間16分04秒65 酒井 美紀1105 ｻｶｲ ﾐｷ

3時間16分47秒66 穴倉 久惠1011 ｱﾅｸﾗ ﾋｻｴ

3時間16分51秒67 西村 江里1114 ﾆｼﾑﾗ ｴﾘ

3時間18分53秒68 森 千香子1092 ﾓﾘ ﾁｶｺ

3時間19分26秒69 山本 理恵1162 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ

3時間19分27秒70 松田 小夜子1002 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾖｺ

3時間20分18秒71 角玄 雅子1073 ｶｸｹﾞﾝ ﾉﾘｺ

3時間20分24秒72 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73 古田 里江子1118 ﾌﾙﾀ ﾘｴｺ

3時間21分23秒74 五艘 絹恵1022 ｺﾞｿｳ ｷﾇｴ ごっぴー倶楽部

3時間22分23秒75 吉田 美咲1140 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ

3時間23分01秒76 池田 雅代1110 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾖ

3時間24分54秒77 猪坂 ミキ1055 ｲｻｶ ﾐｷ チーム島元

3時間25分08秒78 常橋 美香1156 ﾂﾈﾊｼ ﾐｶ

3時間25分53秒79 東出 祐美1166 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾕﾐ ＩＲＣ

3時間26分51秒80 高橋 蘭1172 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ

3時間27分21秒81 勝木 美由紀1049 ｶﾂｷ ﾐﾕｷ

3時間27分38秒82 山本 幸恵1167 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｴ

3時間28分06秒83 新保 京子1050 ｼﾝﾎﾞ ｷｮｳｺ

3時間28分08秒84 畦地 和子1001 ｱｾﾞﾁ ｶｽﾞｺ

3時間29分33秒85 谷口 弥優1195 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕｳ ＧＲＡ

3時間30分09秒86 林 環1083 ﾊﾔｼ ﾀﾏｷ

3時間30分38秒87 山上 優子1040 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｺ

3時間31分51秒88 駒田 薫子1191 ｺﾏﾀﾞ ｶｵﾙｺ

3時間33分13秒89 西田 朝子1003 ﾆｼﾀ ｱｻｺ

3時間33分17秒90 廣瀧 愛子1124 ﾋﾛﾀｷ ｱｲｺ 一木ＲＣ

3時間34分26秒91 米澤 佐都美1116 ﾖﾈｻﾞﾜ ｻﾄﾐ

3時間34分28秒92 高井 繁美1020 ﾀｶｲ ｼｹﾞﾐ

3時間34分40秒93 西村 佳代子1093 ﾆｼﾑﾗ ｶﾖｺ

3時間34分53秒94 中田 夫子1048 ﾅｶﾀﾞ ｶﾉｺ

3時間34分54秒95 吉備 久美子1119 ｷﾋﾞ ｸﾐｺ

3時間35分31秒96 向瀬 みどり1015 ﾑｺｾ ﾐﾄﾞﾘ 赤とんぼ

3時間35分49秒97 鮒岡 知世1183 ﾌﾅｵｶ ﾄﾓﾖ

3時間36分01秒98 前戸 馨子1078 ﾏｴﾄ ｹｲｺ

3時間37分05秒99 田中 有紀1091 ﾀﾅｶ ﾕｷ

3時間37分48秒100 前本 薫1164 ﾏｴﾓﾄ ｶｵﾙ
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3時間37分53秒101 得永 和美1170 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾐ

3時間38分17秒102 佐野 典子1148 ｻﾉ ﾉﾘｺ

3時間39分01秒103 岩田 美穂子1009 ｲﾜﾀ ﾐﾎｺ 金沢中央走ろう会

3時間40分10秒104 野村 恵美1058 ﾉﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ なし

3時間40分21秒105 築山 貴子1108 ﾂｷﾔﾏ ﾀｶｺ

3時間41分33秒106 長守 貴衣1186 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｶｲ

3時間41分45秒107 村坂 朋美1177 ﾑﾗｻｶ ﾄﾓﾐ

3時間41分50秒108 堀内 優子1045 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｺ

3時間42分16秒109 宮本 一美1077 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾐ

3時間42分19秒110 川本 リョウコ1146 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳｺ

3時間42分51秒111 村中 綾子1025 ﾑﾗﾅｶ ｱﾔｺ

3時間43分23秒112 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113 神崎 久子1133 ｶﾝｻﾞｷ ﾋｻｺ

3時間43分40秒114 山口 香1027 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ ごっぴー倶楽部

3時間43分56秒115 宮崎 美恵子1103 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｴｺ 一期一会

3時間44分04秒116 浜嶋 はるみ1070 ﾊﾏｼﾏ ﾊﾙﾐ

3時間44分09秒117 出村 恵理1180 ﾃﾞﾑﾗ ｴﾘ

3時間45分58秒118 伊東 文代1059 ｲﾄｳ ﾌﾐﾖ

3時間46分52秒119 横川 美緒1151 ﾖｺｶﾜ ﾐｵ

3時間47分36秒120 寺崎 昭子1072 ﾃﾗｻｷ ｱｷｺ

3時間48分56秒121 森本 智美1052 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓﾐ

3時間49分31秒122 斉藤 陽子1089 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ

3時間50分02秒123 藤井 稔巳1086 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾐ

3時間50分11秒124 倉内 由美子1123 ｸﾗｳﾁ ﾕﾐｺ

3時間50分37秒125 多勢 恵美子1132 ﾀｾ ｴﾐｺ

3時間50分51秒126 山川 里子1115 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｺ

3時間51分03秒127 高木 美紀1141 ﾀｶｷﾞ ﾐｷ

3時間51分30秒128 渡邉 さとみ1005 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾐ

3時間51分40秒129 大西 泰子1018 ｵｵﾆｼ ﾔｽｺ

3時間53分53秒130 加藤 聖子1030 ｶﾄｳ ｼｮｳｺ

3時間57分06秒131 喜多 明子1096 ｷﾀ ｱｷｺ

3時間57分06秒132 中西 美里1182 ﾅｶﾆｼ ﾐｻﾄ

3時間57分08秒133 嶋田 公代1031 ｼﾏﾀﾞ ｷﾐﾖ

3時間57分48秒134 苗代 真由美1143 ﾅﾜｼﾛ ﾏﾕﾐ 大人のマラソン

3時間58分48秒135 広岡 美喜子1057 ﾋﾛｵｶ ﾐｷｺ

3時間58分48秒136 西田 朋代1010 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾖ 金沢中央走ろう会

3時間59分12秒137 宮口 結美1044 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾕﾐ

3時間59分19秒138 紙本 容子1175 ｶﾐﾓﾄ ﾖｳｺ

4時間00分39秒139 大山 鮎美1198 ｵｵﾔﾏ ｱﾕﾐ

4時間01分15秒140 宇野 理英1135 ｳﾉ ﾘｴ

4時間01分59秒141 神保 江梨香1154 ｼﾞﾝﾎﾞ ｴﾘｶ

4時間02分11秒142 稲葉 尚子1013 ｲﾅﾊﾞ ﾅｵｺ

4時間06分45秒143 永川 詩周子1034 ｴｲｶﾜ ｼｽﾞｺ アピアＧＲＡ

4時間08分24秒144 峰岡 あずみ1178 ﾐﾈｵｶ ｱｽﾞﾐ

4時間09分39秒145 西尾 杏留美1171 ﾆｼｵ ｱﾙﾐ

4時間10分11秒146 森 新1199 ﾓﾘ ｱﾗﾀ

4時間10分21秒147 中島 和美1112 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾐ

4時間10分36秒148 石塚 雅子1042 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻｺ

4時間10分47秒149 田中 弥生江1094 ﾀﾅｶ ﾐｷｴ

4時間12分13秒150 高瀬 智子1063 ﾀｶｾ ﾄﾓｺ
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4時間13分20秒151 木下 麻子1121 ｷﾉｼﾀ ｱｻｺ

4時間13分23秒152 福田 みち子1087 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾁｺ

4時間15分20秒153 長岡 慶子1043 ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｺ

4時間16分21秒154 坪井 友理香1185 ﾂﾎﾞｲ ﾕﾘｶ ＮｉｋｏＡ＇ｓ

4時間16分21秒155 永島 恵1041 ﾅｶﾞｼﾏ ﾒｸﾞﾐ ＮｉｋｏＡ＇ｓ

4時間18分09秒156 村口 直美1099 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 赤ベベコの会

4時間21分05秒157 佐野 由香里1158 ｻﾉ ﾕｶﾘ

4時間21分14秒158 谷村 順子1163 ﾀﾆﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

4時間21分58秒159 高 穂栞1165 ｺｳ ﾏﾄﾞｶ

4時間22分15秒160 澤武 智恵美1016 ｻﾜﾌﾞ ﾁｴﾐ

4時間22分55秒161 白潟 愛1194 ｼﾗｶﾀ ｱｲ

4時間24分54秒162 伊藤 朋子1125 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ 協伸静塗

4時間26分02秒163 守友 理香1067 ﾓﾘﾄﾓ ﾘｶ

4時間38分36秒164 中田 千歩1192 ﾅｶﾀﾞ ﾁﾎ
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