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順位 ナンバー 氏 名 氏名（カナ） 県名 所属 記 録

1 251 山口 遥 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 千葉県 ＡＣ ＫＩＴＡ 2:29:52

2 252 青木 奈波 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 大阪府 岩谷産業 2:33:32

3 57 岡田 唯 ｵｶﾀﾞ ﾕｲ 徳島県 大塚製薬 2:36:00

4 58 菊地 優子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 北海道 ホクレン 2:37:49

5 254 関野 茜 ｾｷﾉ ｱｶﾈ 東京都 コモディイイダ 2:42:23

6 55 下門 美春 ｼﾓｶﾄﾞ ﾐﾊﾙ 埼玉県 埼玉医科大学Ｇ 2:44:06

7 253 大井 千鶴 ｵｵｲ ﾁﾂﾞﾙ 奈良県 ＮＡＲＡ－Ｘ 2:46:44

8 20015 清水 穂高 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 奈良県 ＮＡＲＡ－Ｘ 2:50:05

9 263 豊田 由希 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｷ 愛媛県 愛媛銀行 2:50:26

10 52 松下 菜摘 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂﾐ 岡山県 天満屋 2:50:44

11 20010 古賀 夕貴 ｺｶﾞ ﾕｳｷ 愛知県 庄内ＲＴ 2:53:39

12 20004 森川 千明 ﾓﾘｶﾜ ﾁｱｷ 東京都 ＳＢＩアラプロ 2:54:10

13 20003 筒本 恭実 ﾂﾂﾓﾄ ﾖｼﾐ 広島県 広島県庁ＲＣ 2:55:45

14 20109 関 侑華 ｾｷ ﾕｳｶ 東京都 東京陸協 2:56:34

15 261 足立 結香 ｱﾀﾞﾁ ﾕｶ 福岡県 HRC 2:57:24

16 20035 見嶋 真紀子 ﾐｼﾏ ﾏｷｺ 兵庫県 サウルスＲＣ 2:57:33

17 20022 早崎 麻美 ﾊﾔｻｷ ﾏﾐ 北海道 旭川走友会 2:58:03

18 20019 野永 美咲 ﾉﾅｶﾞ ﾐｻｷ 東京都 Ａｔｈｌｅｔｅ 2:58:12

19 257 楠瀬 祐子 ｸｽﾉｾ ﾕｳｺ 東京都 東京陸協 2:58:53

20 20002 中野 舞 ﾅｶﾉ ﾏｲ 千葉県 東京ベイＲＣ 2:59:02

21 262 冨井 菜月 ﾄﾐｲ ﾅﾂｷ 東京都 ＰＴＣ 2:59:35

22 20026 川村 綾 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔ 北海道 札幌陸協 3:01:34

23 258 蟻塚 真衣 ｱﾘﾂﾞｶ ﾏｲ 東京都 ＰＴＣ 3:01:55

24 266 室伏 ほのか ﾑﾛﾌｼ ﾎﾉｶ 静岡県 静岡陸協 3:02:06

25 20042 吉光 和恵 ﾖｼﾐﾂ ｶｽﾞｴ 岡山県 倉敷福田走友会 3:02:34

26 20102 平賀 祥子 ﾋﾗｶﾞ ｼｮｳｺ 千葉県 ＴＢＲＣ 3:03:23

27 20034 田口 亜利沙 ﾀｸﾞﾁ ｱﾘｻ 佐賀県 鳥栖陸協 3:04:26

28 20096 杉原 有美 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 千葉県 東京陸協 3:04:36

29 20087 下平 麿利子 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾘｺ 東京都 リスタート 3:04:38

30 20077 志村 未奈 ｼﾑﾗ ﾐﾅ 東京都 Ｒ２東日本 3:05:06

31 20074 光岡 美貴 ﾐﾂｵｶ ﾐｷ 北海道 札幌陸協 3:05:21

32 20133 小野 千愛 ｵﾉ ﾁｴ 神奈川県 横浜市陸協 3:05:40

33 20242 江崎 忍 ｴｻﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 北海道 釧路地方陸協 3:05:55

34 20028 日比 あき子 ﾋﾋﾞ ｱｷｺ 大阪府 大阪陸協 3:06:19

35 20037 太田 茜 ｵｵﾀ ｱｶﾈ 愛知県 尾張旭ＲＣ 3:06:23

36 20211 平 和子 ﾀｲﾗ ｶｽﾞｺ 北海道 ちばりよ～ＲＣ 3:06:38

37 20079 佐藤 康子 ｻﾄｳ ﾔｽｺ 千葉県 ニッポンランナ 3:06:41

38 20024 川西 美穂 ｶﾜﾆｼ ﾐﾎ 東京都 内田治療院陸上 3:07:17

39 20006 坂本 久美子 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ 埼玉県 埼玉陸協 3:09:02

40 20082 平山 真由美 ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾕﾐ 東京都 アトミクラブ 3:09:12

2022年8月28日



フルマラソン登録競技者女子 Finish地点

Print:2022/08/28 11:51:02 2 / 2 ページ Official Timer & Result By R-bies

順位 ナンバー 氏 名 氏名（カナ） 県名 所属 記 録

41 20009 米倉 まり ﾖﾈｸﾗ ﾏﾘ 東京都 大濠ランナーズ 3:09:32

42 20135 ワメーザ ユリア ﾜﾒｰｻﾞ ﾕﾘｱ 東京都 東京陸協 3:10:08

43 265 市原 梨花 ｲﾁﾊﾗ ﾘｶ 宮崎県 宮崎銀行 3:10:47

44 20298 鈴木 純子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県 三菱重工神戸 3:11:17

45 20029 田端 りん ﾀﾊﾞﾀ ﾘﾝ 北海道 ハノハノ陸上部 3:11:36

46 20094 衣笠 祐子 ｷﾇｶﾞｻ ﾕｳｺ 静岡県 ＳＭＩＬＥＹ 3:11:45

47 20131 中村 正子 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｺ 東京都 東京陸協 3:11:46

48 20051 下村 亜夕美 ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ 佐賀県 ＡＬＩＥ ＲＣ 3:12:36

49 20050 北山 有香 ｷﾀﾔﾏ ﾕｶ 北海道 道央陸協 3:12:43

50 20184 森内 千鶴 ﾓﾘｳﾁ ﾁﾂﾞﾙ 北海道 北海道 3:12:53
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