
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

10km 一般 女子
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録 市区町村 所属

1 3782 山田 由紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷ 41分48秒 石川県

2 3757 中山 舞 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 42分54秒 魚津市 ありそＲＣ

3 3737 島 絵利香 ｼﾏ ｴﾘｶ 43分14秒 滑川市

4 3759 野田　瞳 ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾐ 44分09秒 滑川市

5 3719 小澤 真理子 ｵｻﾞﾜ ﾏﾘｺ 44分48秒 富山市 ＭＳＲ

6 3716 老田 美晴 ｵｲﾀﾞ ﾐﾊﾙ 45分32秒 射水市 スポーツショップランナー

7 3763 氷見 舞 ﾋﾐ ﾏｲ 48分32秒 富山市

8 3722 河上 純子 ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｺ 50分18秒 富山市

9 3744 髙嶋　秀子 ﾀｶｼﾏ ﾋﾃﾞｺ 53分16秒 魚津市 Ｔeam　ケロさん

10 3717 岡田 美沙希 ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ 53分34秒 立山町

11 3742 関澤 留美 ｾｷｻﾞﾜ ﾙﾐ 53分44秒 新潟県

12 3783 山手　早百合 ﾔﾏﾃ ｻﾕﾘ 54分00秒 朝日町

13 3704 網谷 泉 ｱﾐﾀﾆ ｲｽﾞﾐ 54分44秒 富山市

14 3785 山本 和代 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ 54分50秒 魚津市

15 3726 倉沢　薫 ｸﾗｻﾜ ｶｵﾙ 55分00秒 魚津市 のぐORC

16 3751 谷井 円 ﾀﾆｲ ﾏﾄﾞｶ 55分05秒 富山市

17 3701 秋野 恵子 ｱｷﾉ ｹｲｺ 55分47秒 新潟県

18 3711 岩城 貴代 ｲﾜｷ ﾀｶﾖ 56分00秒 滑川市 とりスポ

19 3777 宮越 千代子 ﾐﾔｺｼ ﾁﾖｺ 56分16秒 新潟県

20 3724 河村 智美 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾐ 56分48秒 富山市

21 3741 関口 真理子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾘｺ 57分00秒 富山市

22 3723 川端 和美 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 57分12秒 黒部市

23 3740 須貝 弥佳 ｽｶﾞｲ ﾔﾖｲ 57分21秒 富山市

24 3730 斉藤　希 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 57分22秒 黒部市 SRC

25 3734 酒井 由紀子 ｻｶｲ ﾕｷｺ 58分08秒 富山市

26 3781 山崎 恵子 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｺ 58分33秒 高岡市

27 3772 牧野　あつ子 ﾏｷﾉ ｱﾂｺ 58分53秒 黒部市

28 3778 宮田 由美 ﾐﾔﾀ ﾕﾐ 59分22秒 魚津市 黒澤組

29 3773 益田 志保 ﾏｽﾀﾞ ｼﾎ 59分29秒 富山市

30 3738 白澤 由美子 ｼﾗｻﾜ ﾕﾐｺ 59分43秒 長野県

31 3709 和泉 真澄 ｲｽﾞﾐ ﾏｽﾐ 1時間00分01秒 富山市

32 3779 森本 洋子 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｳｺ 1時間00分08秒 富山市

33 3760 架谷 可奈 ﾊｻﾀﾆ ｶﾅ 1時間00分12秒 魚津市 ちぐちゃんず

34 3743 高島 香理 ﾀｶｼﾏ ｶｵﾘ 1時間00分16秒 立山町

35 3764 福島　恵子 ﾌｸｼﾏ ｹｲｺ 1時間00分24秒 入善町

36 3776 宮井 しょう子 ﾐﾔｲ ｼｮｳｺ 1時間00分44秒 滑川市 ランナーズ富山

37 3752 谷口 孝子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｺ 1時間01分54秒 岐阜県 ウイングラン飛

38 3766 舟本 加奈 ﾌﾅﾓﾄ ｶﾅ 1時間02分07秒 入善町 ＫＲＣ

39 3765 藤川 未来 ﾌｼﾞｶﾜ ﾐｷ 1時間02分15秒 高岡市

40 3714 碓井 麻起 ｳｽｲ ﾏｷ 1時間02分16秒 富山市

41 3786 横山 芹奈 ﾖｺﾔﾏ ｾﾘﾅ 1時間02分41秒 朝日町
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42 3750 谷井 陽呂子 ﾀﾆｲ ﾋﾛｺ 1時間02分46秒 富山市 ランナーズ富山

43 3762 林 純子 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 1時間02分56秒 立山町

44 3736 沢崎 春美 ｻﾜｻｷ ﾊﾙﾐ 1時間03分40秒 魚津市

45 3712 上田 直美 ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾐ 1時間03分45秒 富山市 黒澤組

46 3768 古澤 美惠子 ﾌﾙｻﾜ ﾐｴｺ 1時間04分20秒 新潟県 上越走友会

47 3707 池島 恵子 ｲｹｼﾏ ｹｲｺ 1時間04分36秒 石川県

48 3715 海原　真里子 ｳﾐﾊﾗ ﾏﾘｺ 1時間05分00秒 魚津市 のぐORC

49 3771 本堂 悦子 ﾎﾝﾄﾞｳ ｴﾂｺ 1時間05分00秒 小矢部市

50 3727 後藤 政恵 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｴ 1時間05分52秒 富山市

51 3775 三木 美和 ﾐｷ ﾐﾜ 1時間06分32秒 滋賀県

52 3733 酒井 文代 ｻｶｲ ﾌﾐﾖ 1時間07分19秒 上市町

53 3720 加藤　海 ｶﾄｳ ｳﾐ 1時間07分44秒 入善町

54 3731 齊藤 良子 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｺ 1時間07分46秒 富山市

55 3747 竹田　千佳子 ﾀｹﾀﾞ ﾁｶｺ 1時間08分05秒 入善町

56 3746 高野 真優里 ﾀｶﾉ ﾏﾕﾘ 1時間08分28秒 富山市

57 3753 寺田　郊美 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄﾐ 1時間08分31秒 黒部市 チーム高山

58 3769 古田　美宝子 ﾌﾙﾀ ﾐﾎｺ 1時間08分45秒 黒部市

59 3745 高堂 真樹 ﾀｶﾄﾞｳ ﾏｷ 1時間08分51秒 富山市

60 3749 舘野 遥香 ﾀﾁﾉ ﾊﾙｶ 1時間09分15秒 入善町 ＭＲＣ

61 3702 穴見 敦子 ｱﾅﾐ ｱﾂｺ 1時間09分32秒 富山市 福梅茶

62 3703 穴見 すずね ｱﾅﾐ ｽｽﾞﾈ 1時間09分34秒 富山市 福梅茶

63 3784 山中 加奈子 ﾔﾏﾅｶ ｶﾅｺ 1時間09分38秒 富山市

64 3756 中川　純子 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 1時間10分07秒 富山市

65 3732 佐伯 浩子 ｻｴｷ ﾋﾛｺ 1時間10分19秒 立山町 立山ＹＲＣ

66 3729 小林　美樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 1時間11分16秒 滑川市 のぐORC

67 3713 上野 公美 ｳｴﾉ ｸﾐ 1時間11分24秒 新潟県

68 3770 寳輪 純子 ﾎｳﾜ ｼﾞｭﾝｺ 1時間12分01秒 新潟県 新潟楽走会バナナ

69 3774 増山 真裕美 ﾏｽﾔﾏ ﾏﾕﾐ 1時間12分27秒 立山町

70 3788 渡辺 孝子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｺ 1時間12分46秒 新潟県

71 3748 立浪 里香 ﾀﾁﾅﾐ ﾘｶ 1時間14分58秒 富山市

72 3787 吉田 恵利 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 1時間16分08秒 富山市

73 3725 九里　紹美 ｸﾉﾘ ﾂｸﾞﾐ 1時間18分37秒 朝日町 あさひ野ランナーズ

74 3761 長谷　純子 ﾊｾ ｼﾞｭﾝｺ 1時間22分54秒 朝日町

75 3755 土肥 沙緒里 ﾄﾞﾋ ｻｵﾘ 1時間23分33秒 新潟県

76 3718 岡本 直子 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｺ 1時間24分30秒 富山市

77 3708 石田　良美 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾐ 1時間27分07秒 大阪府

78 3721 加藤 里枝子 ｶﾄｳ ﾘｴｺ 1時間31分29秒 高岡市

79 3706 荒間 由美 ｱﾗﾏ ﾕﾐ 1時間43分04秒 南砺市


