
- 2017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 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/10

スタート： 10:00:00

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン実行委員会

41分19秒1 大西　直美1603 ｵｵﾆｼ ﾅｵﾐ 辰黒3人衆GO!

41分25秒2 倉田　浩子1526 ｸﾗﾀ ﾋﾛｺ FAME

46分18秒3 前田　純子1576 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ﾗﾝﾌﾟﾛRC

46分33秒4 金島　寛子1502 ｶﾈｼﾏ ﾋﾛｺ

46分47秒5 野上　美香1505 ﾉｶﾞﾐ ﾐｶ FAME

47分00秒6 船越　恵子1517 ﾌﾅｺｼ ｹｲｺ 岡山AC

47分25秒7 村上　真木1582 ﾑﾗｶﾐ ﾏｷ

47分29秒8 近藤　佐枝1619 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｴ

47分34秒9 森川　敦子1501 ﾓﾘｶﾜ ｱﾂｺ 桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

47分40秒10 平島　かおり1518 ﾋﾗｼﾏ ｶｵﾘ ﾍﾟﾙﾋﾟｴRC

48分01秒11 小倉　直子1602 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｺ 歩いていこう

48分57秒12 赤澤　千尋1585 ｱｶｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ

48分58秒13 鎌腰　洋美1520 ｶﾏｺｼ

49分16秒14 平井　陽子1583 ﾋﾗｲ ﾖｳｺ ﾍﾟﾙﾋﾟｴRC

50分25秒15 高原　由枝1624 ﾀｶﾊﾗ ﾕｷｴ

50分34秒16 中村　和愛1508 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｴ 桃太郎ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

50分42秒17 堀家　政代1547 ﾎﾘｹ ﾏｻﾖ

50分48秒18 山下　佐和1555 ﾔﾏｼﾀ ｻﾜ ﾓﾐｼﾞﾔAC

51分38秒19 渡辺　ゆかり1621 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ

51分57秒20 豊永　加苗1543 ﾄﾖﾅｶﾞ ｶﾅｴ

51分57秒21 竹本　浩子1593 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｺ 岡山大学病院

52分12秒22 森内　美江1618 ﾓﾘｳﾁ ﾖｼｴ ﾁｰﾑﾃﾗ

52分20秒23 林　眞須美1503 ﾊﾔｼ ﾏｽﾐ k.p.s.run

52分29秒24 原　清美1578 ﾊﾗ ｷﾖﾐ ﾍﾟﾙﾋﾟｴRC

52分35秒25 乙部　えみ1573 ｵﾄﾍﾞ ｴﾐ

52分39秒26 長島　真弓1504 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾕﾐ

53分04秒27 森分　裕子1594 ﾓﾘﾜｹ ﾋﾛｺ

53分10秒28 廣藤　佳代子1525 ﾋﾛﾌｼﾞ ｶﾖｺ

53分38秒29 原　京子1545 ﾊﾗ ｷｮｳｺ

53分41秒30 新田　真由美1550 ﾆｯﾀ ﾏﾕﾐ

53分45秒31 人見　恵子1567 ﾋﾄﾐ ｹｲｺ

53分48秒32 深津　美智代1540 ﾌｶﾂ ﾐﾁﾖ きよね夢てらす

54分01秒33 福島　聡子1551 ﾌｸｼﾏ ｻﾄｺ

54分14秒34 難波　昌代1553 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾖ 難波工務店ﾏﾗｿﾝ部

54分14秒35 川上　寿子1529 ｶﾜｶﾐ ﾋｻｺ 大和魂

54分26秒36 南　純子1579 ﾐﾅﾐ ｼﾞｭﾝｺ

54分53秒37 田村　絹子1527 ﾀﾑﾗ ｷﾇｺ

55分07秒38 江口　智子1538 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｺ きよね夢てらす

55分13秒39 草加　まさみ1564 ｸｻｶ ﾏｻﾐ

55分16秒40 水津　由美子1604 ｽｲﾂﾞ ﾕﾐｺ

55分29秒41 岡本　明子1620 ｵｶﾓﾄ ｱｷｺ

55分39秒42 片山　美代子1572 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾖｺ くうちゃんず

55分41秒43 那須　早百合1598 ﾅｽ ｻﾕﾘ

55分52秒44 江田　和美1565 ｴﾀﾞ ｶﾊﾞﾔ食品RC

56分19秒45 松比良　一美1563 難波工務店ﾏﾗｿﾝ部

56分22秒46 山本　幸代1612 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ

56分30秒47 大藪　京子1554 ｵｵﾔﾌﾞ ｷｮｳｺ

56分34秒48 岡本　里香1548 ｵｶﾓﾄ

56分46秒49 清水　美恵1541 ｼﾐｽﾞ ﾐｴ

57分04秒50 永広　直美1574 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾅｵﾐ ﾍﾟﾙﾋﾟｴ
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57分07秒51 佐藤　康子1557 ｻﾄｳ ﾔｽｺ

57分15秒52 桝田　つやこ1514 ﾏｽﾀﾞ ﾂﾔｺ ﾐﾉｱｶJC

57分23秒53 高田　昌子1524 ﾀｶﾀ ﾏｻｺ

57分34秒54 山岡　美賀1523 ﾔﾏｵｶ ﾐｶ

57分39秒55 平岡　幸恵1587 ﾋﾗｵｶ ﾕｷｴ

57分45秒56 福島　由佳1597 ﾌｸｼﾏ ﾕｶ

57分51秒57 大北　麻美子1571 ｵｵｷﾀ ﾏﾐｺ ﾁｰﾑ加賀

57分57秒58 藤田　千代美1522 ﾌｼﾞﾀ ﾁﾖﾐ ももたろうﾊﾟｰﾄﾅｽﾞｰ

58分03秒59 浦上　伸子1607 ｳﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｺ

58分14秒60 大橋　啓子1510 ｵｵﾊｼ ｹｲｺ

58分18秒61 真野　ひかり1519 ﾏﾉ ﾋｶﾘ

58分23秒62 岡部　三津子1613 ｵｶﾍﾞ ﾐﾂｺ

58分34秒63 石城戸　美子1561

58分43秒64 谷　雅子1601 ﾀﾆ ﾏｻｺ 桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

58分44秒65 石原　法子1562 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘｺ

58分45秒66 佐桒　万恵1536 ｻｸﾜ ｶｽﾞｴ

58分55秒67 難波　勝代1570 ﾅﾝﾊﾞ ｶﾂﾖ ﾁｰﾑ加賀

59分01秒68 種谷　直子1616 ﾀﾈﾀﾆ ﾅｵｺ

59分07秒69 藤田　真代1539 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾖ M&M

59分16秒70 光安　信江1590 ﾐﾂﾔｽ ﾉﾌﾞｴ ﾁｰﾑ お?!

59分21秒71 真子　しげ子1623 ﾏｺﾞ ｼｹﾞｺ

59分27秒72 佐々野　信子1509 ｻｻﾉ ﾉﾌﾞｺ

59分34秒73 出原　康子1588 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾔｽｺ おじやまAC

59分39秒74 清水　径子1606 ｼﾐｽﾞ ﾐﾁｺ

59分48秒75 小坂　優子1599 ｺｻｶ ﾕｳｺ 中電工

59分58秒76 保科　英子1614 ﾎｼﾅ ｴｲｺ

1時間00分05秒77 平井　悦子1544 ﾋﾗｲ ｴﾂｺ ﾐﾉｱｶ

1時間00分12秒78 二宮　喜代1552 ﾆﾉﾐﾔ ｷﾖ ﾐﾉｱｶJC

1時間00分52秒79 元部　小緒里1605 ﾓﾄﾍﾞ ｻｵﾘ 日本ｴｸｽﾗﾝ

1時間00分55秒80 吉延　佳子1556 ﾖｼﾉﾌﾞ ﾖｼｺ

1時間01分25秒81 今川　敬子1575 ｲﾏｶﾞﾜ ｹｲｺ 歩いていこう

1時間01分35秒82 藤田　喜代子1596 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖｺ

1時間01分37秒83 福山　久美子1512 ﾌｸﾔﾏ ｸﾐｺ ﾌﾗｲﾝｸﾞﾗｯﾂ

1時間03分14秒84 河田　直美1617 ｶﾜﾀ ﾅｵﾐ

1時間03分14秒85 藤井　みゆき1580 ﾌｼﾞｲ ﾐﾕｷ たい焼JAKEN

1時間03分45秒86 片山　須美子1608 ｶﾀﾔﾏ ｽﾐｺ

1時間03分46秒87 味谷　文子1559 ｱｼﾞﾀﾆ ｱﾔｺ

1時間04分12秒88 大熊　麻美1610 ｵｵｸﾞﾏ ﾏﾐ

1時間04分18秒89 十河　裕美1516 ｿｺﾞｳ ﾋﾛﾐ

1時間04分33秒90 森岡　直子1532 ﾓﾘｵｶ ﾅｵｺ 医療法人たかなしｸﾘﾆｯｸ

1時間05分07秒91 松村　知恵美1531 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｴﾐ

1時間05分41秒92 藤山　茜1549 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱｶﾈ FFC

1時間06分21秒93 村上　加代1537 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖ

1時間06分28秒94 竹田　悦子1569 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｺ ﾁｰﾑ加賀

1時間07分18秒95 次田　千都世1533 ﾂｷﾞﾀ ﾁﾄｾ

1時間07分56秒96 松田　真喜子1515 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｷｺ

1時間11分09秒97 西山　郁子1568 ﾆｼﾔﾏ

1時間11分27秒98 木庭　百合子1600 ｷﾆﾜ ﾕﾘｺ ﾗﾝﾌﾟﾛRC

1時間11分28秒99 牧　秀美1534 ﾏｷ ﾋﾃﾞﾐ

1時間11分35秒100 赤迫　ふみ子1528 ｱｶｻｺ ﾌﾐｺ
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1時間12分40秒101 渡海　てるみ1521 ﾄｶｲ ﾃﾙﾐ なごみｰず

1時間13分24秒102 清水　綾1558 ｼﾐｽﾞ ｱﾔ

1時間14分11秒103 福本　徳子1591 ﾌｸﾓﾄ ﾉﾘｺ

1時間14分29秒104 相田　智恵1611 ｱｲﾀﾞ ﾁｴ

1時間15分00秒105 大草　友美1506 ｵｵｸｻ ﾄﾓﾐ

1時間15分25秒106 荒木　ひと美1622 ｱﾗｷ ﾋﾄﾐ

1時間17分36秒107 河野　美佐子1542 ｶﾜﾉ ﾐｻｺ

1時間18分04秒108 藤澤　利江1566 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｴ
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