
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 FINISH

令和4年11月27日思親報恩ショートコース13km女子
氏名カナ 県名

8 福田　恵里佳 01:19:411 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｶ 山梨県

958 保坂　祥子 01:30:562 ﾎｻｶ ｼﾖｳｺ 神奈川県

945 小林　静 01:35:493 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｶ 静岡県

910 金子　あずさ 01:36:104 ｶﾈｺ ｱｽﾞｻ 神奈川県

909 渕上　由美子 01:37:195 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾕﾐｺ 千葉県

950 中村　裕紀子 01:41:216 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 静岡県

951 門久　百合恵 01:42:397 ｶﾄﾞﾋｻ ﾕﾘｴ 静岡県

944 池谷　みどり 01:43:198 ｲｹﾀﾆ ﾐﾄﾞﾘ 静岡県

949 新屋　美和 01:45:359 ｼﾝﾔ ﾐﾜ 静岡県

903 小椋　理恵 01:46:2710 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｴ 東京都

906 後閑　文子 01:46:3211 ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ 東京都

914 金井　愛 01:47:2312 ｶﾅｲ ｱｲ 静岡県

955 大野　りえ 01:48:1413 ｵｵﾉ ﾘｴ 東京都

961 深沢　俊子 01:49:0414 ﾌｶｻﾜ ﾄｼｺ 山梨県

929 山路　理恵 01:49:3415 ﾔﾏｼﾞ ﾘｴ 山梨県

936 高島　愛里 01:53:5416 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ 山梨県

930 岩田　茂巳 01:53:5617 ｲﾜﾀ ｼｹﾞﾐ 静岡県

960 門馬　愛子 01:56:3918 ﾓﾝﾏ ｱｲｺ 東京都

968 内藤　美繰 01:58:3319 ﾅｲﾄｳ ﾐｸ 静岡県

957 長田　る美 02:01:3320 ｵｻﾀﾞ ﾙﾐ 山梨県

941 高橋　祐里 02:02:0421 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘ 東京都

939 大多和　あずさ 02:03:4122 ｵｵﾀﾜ ｱｽﾞｻ 静岡県

948 笹川　理香 02:05:5623 ｻｻｶﾜ ﾘｶ 東京都

938 高野　敬子 02:06:3224 ﾀｶﾉ ｹｲｺ 静岡県

925 田中　真紀 02:07:0725 ﾀﾅｶ ﾏｷ 千葉県

907 篠田　庸子 02:09:3526 ｼﾉﾀﾞ ﾖｳｺ 長野県

940 久保田　直美 02:10:0427 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾐ 静岡県

943 加々美　佳代 02:10:2728 ｶｶﾞﾐ ｶﾖ 山梨県

928 吉瀬　理恵 02:10:3729 ｷｾ ﾘｴ 神奈川県

902 井上　満美 02:11:5330 ｲﾉｳｴ ﾏﾐ 神奈川県

918 藤田　令子 02:12:4731 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲｺ 静岡県

917 佐藤　満里美 02:14:4732 ｻﾄｳ ﾏﾘﾐ 静岡県

965 芦澤　依里 02:15:0933 ｱｼｻﾞﾜ ｴﾘ 静岡県

935 矢ケ崎　三枝 02:16:1734 ﾔｶﾞｻｷ ﾐｴ 山梨県

915 早川　博子 02:17:2235 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｺ 静岡県

923 立花　知美 02:18:4036 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓﾐ 静岡県

964 牛山　直子 02:18:4937 ｳｼﾔﾏ ﾅｵｺ 静岡県

901 池田　美加子 02:19:1738 ｲｹﾀﾞ ﾐｶｺ 福島県

963 八木　かずみ 02:19:1839 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾐ 静岡県

927 石原　紀子 02:19:5340 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘｺ 山梨県

905 鷲田　三奈子 02:20:5041 ﾜｼﾀﾞ ﾐﾅｺ 神奈川県

908 吉永　さゆり 02:22:1542 ﾖｼﾅｶﾞ ｻﾕﾘ 神奈川県

911 中西　めぐみ 02:25:0443 ﾅｶﾆｼ ﾒｸﾞﾐ 東京都

970 土屋　光世 02:25:2044 ﾂﾁﾔ ﾐﾂﾖ 愛知県

971 車　英玉 02:25:2545 ﾁｬｰ ･ﾖﾝｵ 千葉県

913 板橋　史子 02:25:2646 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐｺ 東京都

921 佐藤　知美 02:27:1247 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 神奈川県

916 鈴木　美根 02:27:1548 ｽｽﾞｷ ﾐﾈ 静岡県

937 藤巻　千名津 02:30:5649 ﾌｼﾞﾏｷ ﾁﾅﾂ 山梨県

931 ｲﾜﾉｰﾜ ｱﾝｹﾞﾘｰﾅ 02:32:5150 ｲﾜﾉｰﾜ ｱﾝｹﾞﾘｰﾅ 東京都
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959 土屋　京子 02:33:1551 ﾂﾁﾔ ｷｮｳｺ 静岡県

956 柑本　裕子 02:33:2352 ｺｳｼﾞﾓﾄ ﾕｳｺ 神奈川県

962 ﾏｰﾁｬｯｸ ｲﾘﾅ 02:33:4153 ﾏｰﾁｬｯｸ ｲﾘﾅ 東京都

926 山川　かおり 02:34:3454 ﾔﾏｶﾜ ｶｵﾘ 静岡県

952 清水　直子 02:35:3355 ｼﾐｽﾞ ﾅｵｺ 東京都

953 清水　莉央 02:35:3456 ｼﾐｽﾞ ﾘｵ 東京都

947 柳原　美奈 02:37:0257 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾐﾅ 長野県

966 川橋　紀子 03:11:0758 ｶﾜﾊｼ ﾉﾘｺ 埼玉県

967 木村　由佳里 03:11:1159 ｷﾑﾗ ﾕｶﾘ 東京都

942 鈴木　千夏 ｽｽﾞｷ ﾁﾅﾂ 静岡県DNF
946 林　和代 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾖ 静岡県DNF
904 川口　智美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 静岡県DNS
912 高橋　美奈子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｺ 東京都DNS
919 松田　睦子 ﾏﾂﾀﾞ ﾑﾂｺ 静岡県DNS
920 宮本　真奈美 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾐ 静岡県DNS
922 町田　香世子 ﾏﾁﾀﾞ ｶﾖｺ 山梨県DNS
924 薮井　優子 ﾔﾌﾞｲ ﾕｳｺ 東京都DNS
932 関根　景子 ｾｷﾈ ｹｲｺ 東京都DNS
933 下藤　佳代 ｼﾓﾌｼﾞ ｶﾖ 静岡県DNS
934 近藤　祥子 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁｺ 神奈川県DNS
954 松澤　裕子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｺ 長野県DNS
969 竹内　和子 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｺ 静岡県DNS
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