
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

5km一般 女子
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録 市区町村 所属

大会新 1 4501 相浦 小姫 ｱｲｳﾗ ｺﾋﾒ 18分21秒 新潟県

2 4526 嶋岡 月梛 ｼﾏｵｶ ﾙﾅ 19分48秒 富山市

3 4531 田上 桃花 ﾀｶﾞﾐ ﾓｶ 20分06秒 新潟県

4 4545 南地 祐希 ﾅﾝﾁ ﾕｳｷ 22分28秒 富山市

5 4514 大野 久美 ｵｵﾉ ｸﾐ 22分46秒 魚津市

6 4520 岸本 美佳 ｷｼﾓﾄ ﾐｶ 23分49秒 魚津市

7 4510 魚津　ひとみ ｳｵﾂﾞ ﾋﾄﾐ 24分03秒 入善町

8 4509 入澤　祐子 ｲﾘｻﾜ ﾕｳｺ 24分48秒 黒部市

9 4512 江良 智子 ｴﾗ ﾄﾓｺ 25分14秒 富山市

10 4558 横山　里絵子 ﾖｺﾔﾏ ﾘｴｺ 25分37秒 入善町

11 4543 中川 加代子 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾖｺ 26分35秒 魚津市

12 4535 田中 清美 ﾀﾅｶ ｷﾖﾐ 26分47秒 魚津市

13 4550 平野　優子 ﾋﾗﾉ ﾕｳｺ 26分51秒 立山町

14 4527 下澤 優香 ｼﾓｻﾞﾜ ﾕｳｶ 27分48秒 新潟県

15 4519 木内 真奈美 ｷｳﾁ ﾏﾅﾐ 27分52秒 魚津市

16 4537 田中 美沙 ﾀﾅｶ ﾐｻ 28分50秒 富山市

17 4538 谷　雪乃 ﾀﾆ ﾕｷﾉ 29分06秒 入善町

18 4530 高浜　陽子 ﾀｶﾊﾏ ﾖｳｺ 29分17秒 入善町

19 4540 谷口　倫子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 29分30秒 入善町 チーム高山

20 4546 西島　陽子 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｳｺ 29分34秒 入善町

21 4555 村上　環奈 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 29分44秒 入善町

22 4542 長尾 美穂 ﾅｶﾞｵ ﾐﾎ 29分54秒 立山町

23 4505 池原　恭子 ｲｹﾊﾗ ｷｮｳｺ 30分13秒 入善町 北陸銀行入善支店

24 4508 伊東 千春 ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 30分32秒 福井県 ＴＥＡＭａｃｔ

25 4549 林 加奈絵 ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 30分34秒 富山市

26 4507 井田 咲紀子 ｲﾀﾞ ｻｷｺ 30分34秒 舟橋村

27 4502 阿部 百合子 ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ 30分55秒 富山市 古里ランナーズ

28 4554 松田 菜穂 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾎ 31分26秒 富山市

29 4533 舘 理賀 ﾀﾁ ﾘｶ 31分37秒 高岡市

30 4524 小林 茉緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 31分45秒 富山市

31 4539 谷口　友子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 31分50秒 富山市

32 4518 川原　悠子 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｺ 33分50秒 入善町

33 4528 杉森　美幸 ｽｷﾞﾓﾘ ﾐﾕｷ 34分02秒 上市町

34 4547 新田 英子 ﾆｯﾀ ｴｲｺ 34分55秒 富山市 ピンクパンサー

35 4536 田中　祥子 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺ 35分07秒 入善町

36 4541 辻角 利江子 ﾂｼﾞｶﾄﾞ ﾘｴｺ 35分15秒 富山市

37 4529 関 由美子 ｾｷ ﾕﾐｺ 35分25秒 新潟県

38 4560 米沢 真優 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏﾕ 35分26秒 富山市

39 4525 渋木 昭子 ｼﾌﾞｷ ｱｷｺ 35分32秒 高岡市

40 4517 鍛治 直美 ｶｼﾞ ﾅｵﾐ 36分55秒 朝日町

41 4548 野末 聴子 ﾉｽﾞｴ ｱｷｺ 37分10秒 朝日町 イージー・エンジニアリング

42 4503 荒井 龍恵 ｱﾗｲ ﾀﾂｴ 37分32秒 小矢部市

43 4532 高見　由美子 ﾀｶﾐ ﾕﾐｺ 38分22秒 入善町

44 4511 梅川　千賀子 ｳﾒｶﾜ ﾁｶｺ 38分31秒 入善町

45 4506 石川 瑞恵 ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｴ 38分57秒 富山市 ピンクパンサー
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46 4553 松下 美佳 ﾏﾂｼﾀ ﾐｶ 39分30秒 高岡市

47 4552 保坂 理恵子 ﾎｻｶ ﾘｴｺ 40分31秒 新潟県 たんたん

48 4551 船屋 みのり ﾌﾅﾔ ﾐﾉﾘ 42分40秒 黒部市 みのふぃ～ゆ

49 4515 大房　真奈美 ｵｵﾌｻ ﾏﾅﾐ 43分42秒 富山市

50 4557 横田 美帆 ﾖｺﾀ ﾐﾎ 44分09秒 新潟県

51 4556 山本 優子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 44分10秒 新潟県


