
第29回 扇状地マラソン in にゅうぜん
2022/11/20

ハーフ一般 女子
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録 市区町村 所属

1 1714 河合 美奈子 ｶﾜｲ ﾐﾅｺ 1時間21分54秒 福井県

2 1708 大峽 英里 ｵｵﾊﾞ ｴﾘ 1時間22分31秒 魚津市

3 1753 本田 さおり ﾎﾝﾀﾞ ｻｵﾘ 1時間29分54秒 富山市 ＣＬＵＢ　ＭＳＲ

4 1737 殿城 知子 ﾄﾉｼﾛ ﾄﾓｺ 1時間34分35秒 富山市 木曜練習会

5 1707 大久保 美智子 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾁｺ 1時間41分15秒 黒部市

6 1751 細川 優子 ﾎｿｶﾜ ﾕｳｺ 1時間42分05秒 南砺市

7 1755 宮澤 智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 1時間44分33秒 長野県 チームのこのこ

8 1729 高畑 瑞希 ﾀｶﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 1時間45分34秒 静岡県

9 1716 川口　まみ ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 1時間47分59秒 入善町

10 1712 金林 美穂 ｶﾈﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 1時間48分08秒 富山市 金ちゃん

11 1724 佐伯 輝美 ｻｴｷ ﾃﾙﾐ 1時間49分42秒 魚津市

12 1720 栗沢　佐知子 ｸﾘｻﾜ ｻﾁｺ 1時間51分10秒 入善町

13 1757 村山 絵美 ﾑﾗﾔﾏ ｴﾐ 1時間51分50秒 富山市

14 1742 中山 愛子 ﾅｶﾔﾏ ｱｲｺ 1時間52分34秒 黒部市

15 1725 佐々木 舞 ｻｻｷ ﾏｲ 1時間53分06秒 黒部市

16 1738 長田 沙樹 ﾅｶﾞﾀ ｻｷ 1時間54分02秒 黒部市 不要不急のジョギング

17 1746 原 善子 ﾊﾗ ﾖｼｺ 1時間54分27秒 新潟県

18 1717 川尻 有紀 ｶﾜｼﾘ ﾕｷ 1時間54分45秒 石川県 穴水総合病院

19 1740 中田 里香 ﾅｶﾀﾞ ﾘｶ 1時間54分59秒 立山町

20 1727 高瀬　周子 ﾀｶｾ ｼｭｳｺ 1時間55分08秒 魚津市

21 1731 谷井 裕美 ﾀﾆｲ ﾋﾛﾐ 1時間56分10秒 富山市

22 1701 飯田　朱美 ｲｲﾀﾞ ｱｹﾐ 1時間58分24秒 入善町

23 1733 長 千賀子 ﾁｮｳ ﾁｶｺ 2時間00分52秒 新潟県 ダッシュスポーツマッサージ

24 1744 西村 美穂子 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎｺ 2時間01分26秒 小矢部市

25 1758 森尻 亮子 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾘｮｳｺ 2時間02分42秒 新潟県 ウナＲＣ

26 1705 上田 紀代美 ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾐ 2時間02分53秒 高岡市

27 1736 東城　真佐子 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻｺ 2時間05分40秒 魚津市

28 1749 古川 正恵 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｴ 2時間07分13秒 魚津市 のぐＯＲＣ

29 1704 五十島 三紀子 ｲｿｼﾏ ﾐｷｺ 2時間07分44秒 高岡市 ラソラヘアー砺波店

30 1735 寺崎 昭子 ﾃﾗｻｷ ｱｷｺ 2時間10分56秒 富山市

31 1741 中野　みやこ ﾅｶﾉ ﾐﾔｺ 2時間11分20秒 魚津市

32 1730 高柳 幸子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻﾁｺ 2時間12分41秒 富山市

33 1706 江守 憲子 ｴﾓﾘ ﾉﾘｺ 2時間13分42秒 富山市 ＴＲＣ

34 1709 大割 美穂子 ｵｵﾜﾘ ﾐﾎｺ 2時間15分06秒 魚津市

35 1718 川端 美愛 ｶﾜﾊﾀ ﾐｴ 2時間16分57秒 富山市

36 1747 板東　由美子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 2時間20分33秒 滑川市

37 1739 長田 裕子 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺ 2時間21分49秒 富山市

38 1745 橋本 佳奈 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 2時間25分20秒 富山市

39 1726 志賀 淳子 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 2時間25分33秒 新潟県

40 1723 小林 すみ子 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｺ 2時間28分51秒 長野県

41 1756 宮本 淑子 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｺ 2時間29分20秒 石川県
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42 1710 角本 愛 ｶｸﾓﾄ ｱｲ 2時間29分32秒 入善町

43 1715 河合 由佳子 ｶﾜｲ ﾕｶｺ 2時間30分11秒 高岡市

44 1754 松平 宏美 ﾏﾂﾋﾗ ﾋﾛﾐ 2時間34分49秒 入善町

45 1734 津田 まゆこ ﾂﾀﾞ ﾏﾕｺ 2時間41分59秒 石川県

46 1711 角本　理紗子 ｶｸﾓﾄ ﾘｻｺ 2時間43分26秒 入善町

47 1703 石田 裕美 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ 2時間47分05秒 富山市

48 1752 堀 伊津美 ﾎﾘ ｲﾂﾞﾐ 2時間52分20秒 富山市 わかば保育園


