
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

K. 10km 40歳以上女子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/12/8

スタート： -

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン大会実行委員会

39分28秒1 小谷 美優香1460 ｺﾀﾆ ﾐｭｳｶ

43分11秒2 大西 直美1498 ｵｵﾆｼ ﾅｵﾐ ランプータン

43分30秒3 金澤 敬子1465 ｶﾅﾀﾞｻﾞﾜ ｹｲｺ 倉敷福田走友会

44分22秒4 前田 純子1464 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ランプロＲＣ

46分57秒5 金島　寛子1403 ｶﾈｼﾏ ﾋﾛｺ

47分18秒6 石原　和子1454 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｺ

47分31秒7 木庭 百合子1467 ｷﾆﾜ ﾕﾘｺ

48分32秒8 岡田　恭子1421 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳｺ

48分34秒9 武鑓 靖子1469 ﾀｹﾔﾘ ﾔｽｺ

49分04秒10 松本 佐和子1476 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾜｺ ランプロ

49分13秒11 平島　かおり1446 ﾋﾗｼﾏ ｶｵﾘ ペルピエRC

49分14秒12 藤田 千尋1517 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾋﾛ

49分18秒13 伊東 直子1511 ｲﾄｳ ﾅｵｺ 桃太郎夢クラブ

49分19秒14 堀家　政代1440 ﾎﾘｹ ﾏｻﾖ

49分35秒15 林　眞須美1420 ﾊﾔｼ ﾏｽﾐ ＫＰＳあんあん会

50分05秒16 原 京子1494 ﾊﾗ ｷｮｳｺ

50分19秒17 森川　敦子1404 ﾓﾘｶﾜ ｱﾂｺ 桃太郎夢クラブ

50分28秒18 小谷 裕子1457 ｺﾀﾞﾆ ﾕｳｺ ワールド薬局

50分39秒19 金島　久美子1401 ｶﾅｼﾏ ｸﾐｺ

50分44秒20 豊永　加苗1442 ﾄﾖﾅｶﾞ ｶﾅｴ

50分46秒21 高橋　宣子1452 ﾀｶﾊｼ

50分49秒22 岩村　知恵1436 ｲﾜﾑﾗ ﾁｴ

50分49秒23 野口 美絵1499 ﾉｸﾞﾁ ﾐｴ

51分34秒24 平松　慶子1411 ﾋﾗﾏﾂ

52分00秒25 原 清美1486 ﾊﾗ ｷﾖﾐ ペルピエＲＣ

52分05秒26 人見　恵子1455 ﾋﾄﾐ ｹｲｺ

52分13秒27 山田 美和子1514 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜｺ

52分30秒28 河本　宏美1430 ｺｳﾓﾄ ﾋﾛﾐ チーム　マシャ

52分34秒29 福島 聡子1507 ﾌｸｼﾏ ｻﾄｺ

52分40秒30 岡田 美佳1488 ｵｶﾀﾞ ﾐｶ

52分44秒31 岡崎 美栄1473 ｵｶｻﾞｷ ﾐｴ

53分25秒32 山下　佐和1431 ﾔﾏｼﾀ ｻﾜ カンサイ製あん

53分44秒33 吉元　浩子1444 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛｺ

53分45秒34 小西 輝代1474 ｺﾆｼ ﾃﾙﾖ ランプロＲＣ

54分18秒35 海老名 美紀1491 ｴﾋﾞﾅ ﾐｷ

54分28秒36 坂田 奈緒1463 ｻｶﾀ ﾅｵ

54分52秒37 那須　晴美1416 ﾅｽ ﾊﾙﾐ

54分53秒38 人見 まゆみ1509 ﾋﾄﾐ ﾏﾕﾐ

54分53秒39 波多野　玲子1447 ﾊﾀﾉ ﾚｲｺ

54分54秒40 杉原 敬子1489 ｽｷﾞﾊﾗ ｹｲｺ

54分55秒41 深津　美智代1441 ﾌｶﾂ ﾐﾁﾖ きよね夢てらす

55分07秒42 石井 敦子1502 ｲｼｲ ｱﾂｺ

55分10秒43 廣藤　佳代子1405 ﾋﾛﾌｼﾞ ｶﾖｺ

55分52秒44 江口　智子1439 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｺ きよね夢てらす

55分52秒45 金池　幸子1438 ｶﾅｲｹ ｻﾁｺ

56分14秒46 清水　美恵1428 ｼﾐｽﾞ 萩野整形外科クリニック

56分18秒47 中江 利依1475 ﾅｶｴ ﾄｼｴ 旭川荘RC

56分40秒48 矢野 綾美1482 ﾔﾉ ｱﾔﾐ ももルルRC

56分44秒49 浦上　伸子1414 ｳﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｺ ＫＰＳあんあん会

56分49秒50 谷 雅子1518 ﾀﾆ ﾏｻｺ 桃太郎夢クラブ
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56分59秒51 大橋　啓子1407 ｵｵﾊｼ ｹｲｺ

57分25秒52 赤松 典子1490 ｱｶﾏﾂ ﾉﾘｺ

57分25秒53 戸川 直子1479 ﾄｶﾞﾜ ﾅｵｺ

57分28秒54 岡崎 かおり1520 ｵｶｻﾞｷ ｶｵﾘ

57分29秒55 難波　昌代1423 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾖ 難波工務店マラソン部

58分49秒56 片山 美代子1458 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾖｺ くうちゃんず

59分00秒57 小林　幸子1449 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ

59分09秒58 蔵田 尚美1505 ｸﾗﾀ ﾅｦﾐ

59分15秒59 乙部 えみ1459 ｵﾄﾍﾞ ｴﾐ

59分20秒60 森岡 ユカリ1483 ﾓﾘｵｶ ﾕｶﾘ

59分23秒61 水内 弘枝1477 ﾐｽﾞｳﾁ ﾋﾛｴ

59分26秒62 萩原　幸子1434 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾁｺ

59分57秒63 藤田 喜代子1468 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖｺ

59分58秒64 三戸岡 洋子1525 ﾐﾄｵｶ ﾖｳｺ

1時間00分17秒65 小阪　則子1443 ｺｻｶ 旭川荘RC

1時間00分33秒66 大野　みゆき1433 ｵｵﾉ ﾐﾕｷ

1時間00分51秒67 草加 まさみ1523 ｸｻｶ ﾏｻﾐ

1時間01分10秒68 吉岡 裕子1526 ﾖｼｵｶ ﾕｳｺ

1時間01分13秒69 岡本 明子1508 ｵｶﾓﾄ ｱｷｺ

1時間01分14秒70 長瀬　美恵1445 ﾅｶﾞｾ ﾐｴ

1時間01分19秒71 山本　由美子1424 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ

1時間01分50秒72 藤田　千代美1418 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾖﾐ ももたろうパートナズー

1時間01分53秒73 福山　久美子1408 ﾌｸﾔﾏ ｸﾐｺ フライングラッツ

1時間02分02秒74 村上 真弓1500 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕﾐ 中四国セキスイハイム工業

1時間02分02秒75 松岡 淳子1497 ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝｺ

1時間02分11秒76 森下　道子1450 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾁｺ

1時間02分14秒77 高橋 真由美1519 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ famiランニングクラブ

1時間02分28秒78 畝 京子1462 ｳﾈ ｷｮｳｺ

1時間02分38秒79 梶原　恵子1437 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲｺ

1時間02分49秒80 佐川 裕子1516 ｻｶﾞﾜ ﾕｳｺ

1時間02分56秒81 石城戸　美子1448 ｲｼｷﾄﾞ ﾖｼｺ

1時間03分11秒82 藤田 真代1504 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾖ Ｍ＆Ｍ

1時間03分13秒83 川上　寿子1426 ｶﾜｶﾐ ﾋｻｺ 大和魂

1時間03分15秒84 今井 千尋1524 ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ

1時間03分20秒85 藤井　みゆき1435 ﾌｼﾞｲ ﾐﾕｷ

1時間03分24秒86 佐々野　信子1410 ｻｻﾉ

1時間04分24秒87 江田　和美1451 ｴﾀﾞ ｶｽﾞﾐ カバヤ食品ＲＣ

1時間04分24秒88 延江　美枝1432 ﾉﾌﾞｴ

1時間04分41秒89 田邉 美幸1480 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ

1時間05分01秒90 岡野 麗子1501 ｵｶﾉ ﾚｲｺ

1時間06分30秒91 大垣 和惠1484 ｵｵｶﾞｷ ｶｽﾞｴ

1時間06分48秒92 松元　リウ子1413 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｳｺ

1時間06分51秒93 川辺 直美1503 ｶﾜﾍﾞ ﾅｵﾐ

1時間06分51秒94 窪田 美佐子1493 ｸﾎﾞﾀ ﾐｻｺ

1時間07分55秒95 納所 裕美子1456 ﾉｳｼｮ ﾕﾐｺ

1時間07分55秒96 根木 恵美1461 ﾈｷ ｴﾐ 株式会社フジヤマ工業

1時間07分55秒97 谷口　典子1402 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｺ

1時間09分39秒98 内田 恵子1472 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｺ

1時間10分00秒99 赤迫　ふみ子1409 ｱｶｻｺ ﾌﾐｺ

1時間10分12秒100 石塚 眞理子1492 ｲｼﾂﾞｶ ﾏﾘｺ
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1時間10分26秒101 次田　千都世1415 ﾂｷﾞﾀ ﾁﾄｾ

1時間10分34秒102 天野　美紀1422 ｱﾏﾉ

1時間10分34秒103 千原 都子1478 ﾁﾊﾗ ﾐﾔｺ 三蟠分団

1時間12分01秒104 清水 径子1513 ｼﾐｽﾞ ﾐﾁｺ

1時間13分59秒105 大草　友美1412

1時間14分07秒106 相田 智恵1510 ｱｲﾀﾞ ﾁｴ

1時間20分18秒107 西山　郁子1453 ﾆｼﾔﾏ ｲｸｺ

1時間22分19秒108 藤澤　利江1427 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｴ
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