
- 宝浪漫マラソン2022 -

30km 女子　50歳以上の部

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30分00秒1 湊 美子1075 ﾐﾅﾄ ﾖｼｺ

2時間36分36秒2 松本 康子1054 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｺ アピアGRA

2時間38分02秒3 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4 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41分44秒5 安田 真由美1033 ﾔｽﾀ ﾏﾕﾐ

2時間42分17秒6 萩原 妙子1053 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｴｺ

2時間42分27秒7 西野 直美1039 ﾆｼﾉ ﾅｵﾐ クラブ福光

2時間42分59秒8 藤井 雅美1071 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾐ

2時間49分25秒9 田中 恵1064 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ

2時間51分21秒10 坂野 洋子1012 ｻｶﾉ ﾖｳｺ

2時間54分28秒11 辰田 君子1026 ﾀﾂﾀﾞ ｷﾐｺ

2時間55分41秒12 中嶌 清美1017 ﾅｶｼﾏ ｷﾖﾐ

2時間56分09秒13 三角 安代1066 ﾐｽﾐ ﾔｽﾖ

2時間59分41秒14 山岸 瑞穂1062 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｽﾞﾎ 金沢ＡＣ

3時間00分38秒15 吉岡 朋子1065 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｺ

3時間02分04秒16 中川 恵美子1007 ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾐｺ

3時間03分57秒17 林 千鶴1074 ﾊﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ ＮＯＷ　ＳＴＹＬＥ

3時間05分59秒18 上原 とも子1090 ｳｴﾊﾗ ﾄﾓｺ

3時間08分44秒19 中島 玲子1019 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲｺ

3時間09分37秒20 谷口 麗子1029 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚｲｺ

3時間10分22秒21 山崎 真由美1035 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾕﾐ ＫＩＮＤ

3時間10分30秒22 飯島 美穂1008 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾎ

3時間12分33秒23 塩谷 真美1080 ｼｵﾀﾆ ﾏﾐ

3時間14分17秒24 西部 清子1004 ﾆｼﾍﾞ ｷﾖｺ エアーズ

3時間16分47秒25 穴倉 久惠1011 ｱﾅｸﾗ ﾋｻｴ

3時間18分53秒26 森 千香子1092 ﾓﾘ ﾁｶｺ

3時間19分27秒27 松田 小夜子1002 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾖｺ

3時間20分18秒28 角玄 雅子1073 ｶｸｹﾞﾝ ﾉﾘｺ

3時間21分23秒29 五艘 絹恵1022 ｺﾞｿｳ ｷﾇｴ ごっぴー倶楽部

3時間24分54秒30 猪坂 ミキ1055 ｲｻｶ ﾐｷ チーム島元

3時間27分21秒31 勝木 美由紀1049 ｶﾂｷ ﾐﾕｷ

3時間28分06秒32 新保 京子1050 ｼﾝﾎﾞ ｷｮｳｺ

3時間28分08秒33 畦地 和子1001 ｱｾﾞﾁ ｶｽﾞｺ

3時間30分09秒34 林 環1083 ﾊﾔｼ ﾀﾏｷ

3時間30分38秒35 山上 優子1040 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｺ

3時間33分13秒36 西田 朝子1003 ﾆｼﾀ ｱｻｺ

3時間34分28秒37 高井 繁美1020 ﾀｶｲ ｼｹﾞﾐ

3時間34分40秒38 西村 佳代子1093 ﾆｼﾑﾗ ｶﾖｺ

3時間34分53秒39 中田 夫子1048 ﾅｶﾀﾞ ｶﾉｺ

3時間35分31秒40 向瀬 みどり1015 ﾑｺｾ ﾐﾄﾞﾘ 赤とんぼ

3時間36分01秒41 前戸 馨子1078 ﾏｴﾄ ｹｲｺ

3時間37分05秒42 田中 有紀1091 ﾀﾅｶ ﾕｷ

3時間39分01秒43 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44 野村 恵美1058 ﾉﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ なし

3時間41分50秒45 堀内 優子1045 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｺ

3時間42分16秒46 宮本 一美1077 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾐ

3時間42分51秒47 村中 綾子1025 ﾑﾗﾅｶ ｱﾔｺ

3時間43分40秒48 山口 香1027 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ ごっぴー倶楽部

3時間44分04秒49 浜嶋 はるみ1070 ﾊﾏｼﾏ ﾊﾙﾐ

3時間45分58秒50 伊東 文代1059 ｲﾄｳ ﾌﾐﾖ
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3時間47分36秒51 寺崎 昭子1072 ﾃﾗｻｷ ｱｷｺ

3時間48分56秒52 森本 智美1052 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓﾐ

3時間49分31秒53 斉藤 陽子1089 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ

3時間50分02秒54 藤井 稔巳1086 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾐ

3時間51分30秒55 渡邉 さとみ1005 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾐ

3時間51分40秒56 大西 泰子1018 ｵｵﾆｼ ﾔｽｺ

3時間53分53秒57 加藤 聖子1030 ｶﾄｳ ｼｮｳｺ

3時間57分06秒58 喜多 明子1096 ｷﾀ ｱｷｺ

3時間57分08秒59 嶋田 公代1031 ｼﾏﾀﾞ ｷﾐﾖ

3時間58分48秒60 広岡 美喜子1057 ﾋﾛｵｶ ﾐｷｺ

3時間58分48秒61 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62 宮口 結美1044 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾕﾐ

4時間02分11秒63 稲葉 尚子1013 ｲﾅﾊﾞ ﾅｵｺ

4時間06分45秒64 永川 詩周子1034 ｴｲｶﾜ ｼｽﾞｺ アピアＧＲＡ

4時間10分36秒65 石塚 雅子1042 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻｺ

4時間10分47秒66 田中 弥生江1094 ﾀﾅｶ ﾐｷｴ

4時間12分13秒67 高瀬 智子1063 ﾀｶｾ ﾄﾓｺ

4時間13分23秒68 福田 みち子1087 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾁｺ

4時間15分20秒69 長岡 慶子1043 ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｺ

4時間16分21秒70 永島 恵1041 ﾅｶﾞｼﾏ ﾒｸﾞﾐ ＮｉｋｏＡ＇ｓ

4時間18分09秒71 村口 直美1099 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 赤ベベコの会

4時間22分15秒72 澤武 智恵美1016 ｻﾜﾌﾞ ﾁｴﾐ

4時間26分02秒73 守友 理香1067 ﾓﾘﾄﾓ ﾘｶ
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