
結果一覧

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏  名

５ｋｍレース　女子５０歳以上の部

順位 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録所属

7574 齊藤　香1 ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ 22分38秒チームアルプス

7593 伊東　美和2 ｲﾄｳ ﾐﾜ 24分27秒

7538 渡辺　久子3 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｺ 24分28秒

7566 中込　こずえ4 ﾅｶｺﾞﾐ ｺｽﾞｴ 24分57秒甲西ＢＣ

7582 古屋　明美5 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ 25分03秒

7534 浅川　仁美6 ｱｻｶﾜ ﾋﾄﾐ 25分06秒敷島北小

7557 櫻田　千恵7 ｻｸﾗﾀﾞ ﾁｴ 26分11秒

7549 篠原　りさ子8 ｼﾉﾊﾗ ﾘｻｺ 26分19秒リリーズ

7586 宮下　真弓9 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾕﾐ 28分07秒

7527 原田　智子10 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｺ 29分24秒ネクスコ中日本

7584 長澤　良美11 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾐ 29分25秒

7535 山本　かし恵12 ﾔﾏﾓﾄ ｶｼｴ 29分38秒

7581 伊藤　和歌奈13 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 29分41秒

7532 西宮　敦子14 ﾆｼﾐﾔ ｱﾂｺ 30分04秒

7533 岡田　みどり15 ｵｶﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 30分20秒

7590 阿部　始子16 ｱﾍﾞ ﾓﾄｺ 30分36秒

7592 若木　正美17 ﾜｶｷ ﾏｻﾐ 30分58秒

7546 中澤　由佳18 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶ 31分09秒

7551 長田　由布紀19 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 31分41秒ボイスルーム

7558 緑川　さゆり20 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾕﾘ 32分04秒

7522 市川　美恵子21 ｲﾁｶﾜ ﾐｴｺ 32分22秒４児の母

7526 西澤　明美22 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｹﾐ 32分33秒

7568 千野　博美23 ﾁﾉ ﾋﾛﾐ 32分36秒

7515 長田　かえ子24 ｵｻﾀﾞ ｶｴｺ 32分36秒

7556 角和　弘美25 ｶｸﾜ ﾋﾛﾐ 32分51秒甲州市

7524 猗股　章子26 ｲﾉﾏﾀ ｼｮｳｺ 32分51秒

7585 古屋　桂子27 ﾌﾙﾔ ｹｲｺ 32分57秒甲府昭和合同

7543 山口　律子28 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾂｺ 33分26秒

7559 尾崎　公子29 ｵｻﾞｷ ｷﾐｺ 33分37秒

7565 金澤　弘美30 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 33分38秒

7573 太田　美和子31 ｵｵﾀ ﾐﾜｺ 33分38秒

7588 内藤　直子32 ﾅｲﾄｳ ﾅｵｺ 34分08秒

7537 福壽　恵美子33 ﾌｸｼﾞｭ ｴﾐｺ 34分21秒

7596 木内　暁美34 ｷｳﾁ ｱｹﾐ 34分38秒

7567 原　きみえ35 ﾊﾗ ｷﾐｴ 34分40秒

7578 小林　幸子36 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 35分08秒

7512 佐藤　まち子37 ｻﾄｳ ﾏﾁｺ 35分16秒

7519 三輪　歌子38 ﾐﾜ ｳﾀｺ 35分36秒

7553 萩元　知恵子39 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾁｴｺ 35分40秒

7571 高野　恵美子40 ﾀｶﾉ ｴﾐｺ 35分43秒

7550 小池　一美41 ｺｲｹ ｶｽﾞﾐ 35分45秒

7502 中村　利子42 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｺ 35分49秒ふ～ふはしろう会

7545 熊坂　紀子43 ｸﾏｻｶ ﾉﾘｺ 36分18秒パート

7507 青木　恵44 ｱｵｷ ﾒｸﾞﾐ 36分26秒静岡走ろう会

7508 菊川　律子45 ｷｸｶﾜ ﾘﾂｺ 36分27秒静岡走ろう会

7597 佐々木　純佳46 ｻｻｷ ｽﾐｶ 36分34秒

7540 高澤　美由紀47 ﾀｶｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 36分45秒

7547 武藤　まゆみ48 ﾑﾄｳ ﾏﾕﾐ 36分45秒

7579 望月　寛美49 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾐ 36分52秒

7563 宮澤　緑50 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 36分54秒

7560 酒井　祐子51 ｻｶｲ ﾕｳｺ 37分23秒

7528 山本　喜美子52 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐｺ 37分52秒ウィルトス

7591 小金井　梢53 ｺｶﾞﾈｲ ｺｽﾞｴ 38分03秒

7544 花井　由美54 ﾊﾅｲ ﾕﾐ 39分07秒
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7521 小林　瑞枝55 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｴ 39分10秒

7576 井上　紀子56 ｲﾉｳｴ ﾉﾘｺ 39分13秒

7518 小倉　旬子57 ｵｸﾞﾗ ｼﾞｭﾝｺ 39分21秒

7575 中島　昌枝58 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｴ 39分52秒

7523 坂本　典子59 ｻｶﾓﾄ ﾕｷ 40分15秒

7516 中根　知子60 ﾅｶﾈ ﾄﾓｺ 40分17秒ロッキー歯科

7505 小野田　ひさ子61 ｵﾉﾀﾞ ﾋｻｺ 40分44秒

7501 河野　環62 ｺｳﾉ ﾀﾏｷ 41分07秒伊藤ラン

7589 山岸　麻希63 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｷ 41分09秒

7577 佐野　幹子64 ｻﾉ ﾐｷｺ 41分24秒

7562 望月　有子65 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｺ 41分27秒

7583 清水　美千代66 ｼﾐｽﾞ ﾐﾁﾖ 41分44秒

7548 原　小百合67 ﾊﾗ ｻﾕﾘ 41分46秒

7552 馬目　邦枝68 ﾏﾉﾒ ｸﾆｴ 41分48秒

7517 味埜　裕子69 ﾐﾉ ﾕｳｺ 42分08秒

7530 平野　文子70 ﾋﾗﾉ ﾌﾐｺ 42分36秒甲斐梅の里ＫＧ

7509 雨宮　よしの71 ｱﾒﾐﾔ ﾖｼﾉ 42分38秒

7569 小石　佐和子72 ｺｲｼ ｻﾜｺ 42分40秒

7541 作間　明美73 ｻｸﾏ ｱｹﾐ 42分50秒

7564 志村　由美子74 ｼﾑﾗ ﾕﾐｺ 42分59秒

7531 鳩野　美奈子75 ﾊﾄﾉ ﾐﾅｺ 43分36秒

7536 佐橋　和恵76 ｻﾊｼ ｶｽﾞｴ 43分51秒

7572 三善　祥子77 ﾐﾖｼ ｼｮｳｺ 44分37秒白金クラブ

7513 市丸　佳世子78 ｲﾁﾏﾙ ｶﾖｺ 45分16秒

7542 小杉　和枝79 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞｴ 45分19秒フェラーリ

7503 新村　勝子80 ﾆｲﾑﾗ ｶﾂｺ 45分37秒

7506 矢萩　一代81 ﾔﾊｷﾞ ｶｽﾞﾖ 45分46秒府中多摩川楽走会

7520 八木　紀子82 ﾔｷﾞ ﾉﾘｺ 46分12秒

7554 中野　真奈美83 ﾅｶﾉ ﾏﾅﾐ 46分53秒ＢＡＣＫ

7504 村山　みちこ84 ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾁｺ 48分07秒府中多摩川楽走会

7511 佐野　操85 ｻﾉ ﾐｻｵ 50分50秒（有）シラネ精工

7561 橋本　祥子86 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｺ 50分54秒

7525 堀口　文美87 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾔﾐ 50分55秒（有）シラネ精工

7594 内田　睦枝88 ｳﾁﾀﾞ ﾁｶｴ 52分20秒


