
10km 陸連登録者女子18歳以上

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  6008 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 内田　碧 26 石川県 小松市 ＹＣ金沢 00:40'13"

    2  6005 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｽﾞ 橋爪　柚都 19 石川県 金沢市 金沢工業大 00:42'43"

    3  6003 ｼﾏ ｴﾘｶ 島　絵利香 44 富山県 滑川市 富山陸協 00:42'52"

    4  6006 ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ 菅田　瑠那 20 宮城県 利府町 あぶくまＡＣ 00:43'26"

    5  6002 ﾀｶﾊｼ ﾏﾄﾞｶ 高橋　円 43 富山県 射水市 nowstyle 00:47'07"

    6  6007 ｷﾉｼﾀ ｺｽﾞｴ 木下　梢 45 石川県 金沢市 ジュピターRC 00:56'24"

    7  6004 ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾁｴ 柳澤　知栄 36 石川県 志賀町 石川陸協 01:07'59"



10km 一般女子18～29歳以下

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  6191 大浦　香 00:43'38"

    2  6102 ﾖｺｴ ﾐｻﾄ 横江　美里 23 石川県 金沢市 00:50'36"

    3  6108 ｽｷﾞﾑﾗ ｻﾔｶ 杉村　咲香 26 石川県 金沢市 00:53'12"

    4  6105 ｱﾗｷ ｻﾔｶ 荒木　清か 21 石川県 金沢市 00:58'07"

    5  6107 ｷﾑﾗ ﾐﾊﾙ 木村　美晴 25 石川県 白山市 01:00'06"

    6  6106 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｻｴ 松平　紗依 24 石川県 金沢市 三井住友海上火災保険 01:01'47"



10km 一般女子30歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  6203 ﾋﾛﾀ ﾕﾘｺ 廣田　百合子 35 福井県 大野市 00:42'27"

    2  6202 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾜ 扇原　美和 34 石川県 金沢市 00:42'47"

    3  6204 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔ 濱田　綾 36 石川県 白山市 00:49'33"

    4  6214 ｻｶｲ ｱﾔｶ 酒井　綾佳 34 石川県 金沢市 00:52'31"

    5  6207 ﾐﾔﾀ ﾅｵ 宮田　夏緒 31 石川県 金沢市 00:53'12"

    6  6211 ｲｼｲ ｼﾉ 石井　詩乃 36 福井県 鯖江市 00:55'31"

    7  6235 ﾉﾄ ｴﾘ 能登　惠理 36 石川県 能美市 00:56'53"

    8  6236 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶ 山口　友香 37 石川県 白山市 01:02'24"

    9  6218 ｲｼﾐﾔ ｱｷﾉ 石宮　明乃 34 石川県 小松市 01:03'51"

   10  6217 ｼﾝﾀｸ ﾕｳｺ 新宅　祐子 39 石川県 金沢市 01:04'09"

   11  6234 ｶﾈﾓﾄ ﾁｴ 金本　千枝 31 石川県 金沢市 01:04'52"

   12  6231 ﾐﾔｼﾀ ｻﾔｶ 宮下　沙也加 30 石川県 津幡町 01:08'45"

   13  6226 ｶﾄｳ ﾐﾅ 加藤　美奈 34 石川県 金沢市 01:09'49"

   14  6216 ﾀﾅｶ ｼﾉ 田中　志野 37 石川県 小松市 01:09'49"

   15  6229 ｼﾝﾔ ｴﾘｶ 新矢　恵里佳 37 石川県 志賀町 01:10'07"

   16  6223 ﾖﾉﾐ ｲｸﾐ 余海　郁実 38 石川県 志賀町 01:10'07"

   17  6219 ﾅﾘｻﾜ ﾐｻ 成澤　美沙 35 石川県 金沢市 01:10'53"

   18  6233 ｶｻﾊﾗ ｱﾔﾉ 笠原　綾乃 31 石川県 金沢市 01:11'23"

   19  6206 ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺ 麻田　詳子 31 石川県 野々市市 01:12'17"

   20  6208 ｼﾏ ﾕﾐｺ 嶋　由美子 32 石川県 金沢市 01:13'32"



10km 一般女子40歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  6307 ｻﾀﾞ ｻﾁﾖ 貞　幸代 47 石川県 志賀町 00:52'49"

    2  6302 ﾊﾅﾚ ｱｷｺ 離　晃子 41 石川県 金沢市 00:53'58"

    3  6326 ﾔﾏﾏｴ ﾕｳｺ 山前　有子 47 石川県 金沢市 00:56'33"

    4  6303 ｵｸ ﾏﾕﾐ 奥　真由美 43 石川県 金沢市 00:56'52"

    5  6314 ｶﾄｳ ﾏｷｺ 加藤　真紀子 46 石川県 金沢市 00:57'19"

    6  6306 ｵｸﾔﾏ ﾏﾕﾐ 奥山　真弓 49 東京都 千代田区 00:58'12"

    7  6331 ｼｵﾀﾞ ﾏｻﾐ 塩田　正美 48 石川県 野々市市 北國FDH 00:58'31"

    8  6315 ﾏｻｺﾞ ﾐﾂｺ 真砂　光子 47 石川県 金沢市 00:58'49"

    9  6317 ﾐﾔﾀ ﾕﾐ 宮田　由美 48 富山県 魚津市 00:59'55"

   10  6318 ｼﾊﾞﾀ ｴﾘ 柴田　絵里 49 石川県 金沢市 セントラル 01:00'06"

   11  6322 ｳﾗｶﾜ ｱｷｺ 浦川　晶子 41 石川県 金沢市 01:00'22"

   12  6336 ｱﾍﾞ ﾐﾎ 阿部　美穂 44 石川県 金沢市 01:00'27"

   13  6301 ﾀﾊﾞﾀ ﾁｴ 田端　千絵 49 石川県 金沢市 01:00'55"

   14  6339 ｲﾉｳｴ ﾒｸﾞﾐ 井上　めぐみ 40 石川県 金沢市 01:01'44"

   15  6324 ﾀﾅｷ ｱｷｺ 棚木　晶子 42 石川県 金沢市 棚木建築設計事務所 01:01'48"

   16  6312 ｲｼﾀ ｴﾐ 石田　絵実 45 石川県 小松市 01:02'03"

   17  6337 ﾓﾘﾔﾏ ﾄﾓｺ 守山　知子 48 石川県 金沢市 01:03'05"

   18  6330 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 山田　暢子 48 石川県 白山市 01:03'14"

   19  6316 ﾋﾗﾔﾏ ｶｵﾘ 平山　香織 47 石川県 金沢市 01:03'18"

   20  6313 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｴ 立花　理恵 46 石川県 加賀市 01:03'21"

   21  6345 ﾀｶｷﾞ ｹｲｺ 高木　啓子 48 石川県 金沢市 01:03'32"

   22  6344 ﾐﾅﾐ ｸﾐｺ 南　久美子 47 石川県 内灘町 01:03'52"

   23  6334 ｼﾐｽﾞ ｶﾖ 清水　加容 44 石川県 金沢市 01:04'50"

   24  6323 ｺﾑﾗ ｶｽﾞｴ 古村　和恵 42 大阪府 大阪市 01:06'17"

   25  6340 ｺﾑﾗ ﾐｷ 小村　美紀 42 石川県 かほく市 01:06'23"

   26  6308 ｶﾓﾄｳ ﾐｴ 鴨東　美絵 42 茨城県 つくば市 01:06'34"

   27  6328 ｼﾒｷﾞ ｸﾐ 標　久美 48 兵庫県 神戸市 01:07'26"

   28  6325 ｵｶﾑﾗ ﾏﾘｺ 岡村　真理子 47 長野県 長野市 01:07'34"

   29  6309 ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｺ 山田　彩子 42 石川県 金沢市 01:07'39"

   30  6335 ｻｻｷ ｻﾄｺ 佐々木　聡子 44 滋賀県 大津市 01:07'48"

   31  6310 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷｺ 武田　幸子 42 石川県 金沢市 01:08'05"

   32  6350 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｺ 清水　朋子 43 石川県 金沢市 01:08'07"

   33  6341 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｴ 上田　華絵 43 富山県 富山市 01:08'42"

   34  6346 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾐ 北川　麻美 41 石川県 金沢市 01:10'15"

   35  6353 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷ 升田　祐紀 47 石川県 金沢市 第二金沢朱鷺の苑 01:10'15"

   36  6354 ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ 高橋　さおり 49 石川県 白山市 寺井病院 01:11'51"

   37  6348 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾎ 宮島　美穂 41 石川県 内灘町 01:12'47"

   38  6352 ｶﾜﾆｼ ｻｷｴ 川西　咲枝 46 石川県 金沢市 北陸宅配サービス 01:15'18"



10km 一般女子50歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  6401 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷｺ 宮本　亜紀子 50 石川県 輪島市 00:54'10"

    2  6403 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 岡田　順子 51 石川県 羽咋市 00:54'45"

    3  6402 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐ 藤田　祐美 50 石川県 金沢市 00:54'54"

    4  6426 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 小林　葉子 50 石川県 金沢市 00:57'12"

    5  6420 ﾌﾙｾ ｹｲｺ 古瀬　敬子 54 石川県 金沢市 00:58'49"

    6  6410 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｺ 山崎　好子 55 石川県 金沢市 00:59'18"

    7  6412 ｵﾝﾄﾞ ﾕｷｺ 音頭　由起子 56 石川県 金沢市 00:59'23"

    8  6423 ﾏｲﾀﾆ ﾋﾛﾐ 舞谷　裕美 56 石川県 穴水町 舞谷商店 01:00'21"

    9  6416 ｻﾉ ﾁｴﾐ 佐野　千恵美 58 石川県 小松市 01:01'02"

   10  6428 ｲﾏｴﾀﾞ ｸﾆｺ 今枝　邦子 52 石川県 金沢市 01:01'21"

   11  6404 ｱﾅｸﾗ ﾕﾐｺ 穴倉　由美子 55 富山県 射水市 01:02'07"

   12  6409 ｼｮｳﾘｷ ﾀｴ 正力　多恵 54 富山県 射水市 01:02'58"

   13  6422 ﾅｷﾞ ｶｽﾞｺ 梛木　和子 55 東京都 世田谷区 01:03'10"

   14  6407 ﾌｸﾀﾞ ﾙﾐｺ 福田　ルミ子 50 石川県 金沢市 01:03'36"

   15  6406 ﾌﾙｶﾜ ﾕｷ 古川　幸 50 石川県 金沢市 01:04'44"

   16  6418 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾐ 桝田　浩美 54 石川県 金沢市 01:04'49"

   17  6425 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｲ 南　一位 59 石川県 能美市 01:05'33"

   18  6436 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾘ 山下　まり 50 石川県 金沢市 01:07'12"

   19  6433 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｺ 前田　和子 53 京都府 京都市 01:08'31"

   20  6417 ﾏﾂｷ ﾐﾁﾖ 松木　美千代 52 富山県 高岡市 01:09'05"

   21  6413 ｸﾏﾀﾆ ｷｮｳｺ 熊谷　恭子 58 石川県 金沢市 ダスキンヘルスケア北陸01:09'44"

   22  6427 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ 渡部　千尋 51 福岡県 福岡市 01:10'14"

   23  6432 ﾄﾀﾞ ﾄﾓﾐ 戸田　知美 51 石川県 金沢市 01:11'42"

   24  6437 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 石田　純子 52 石川県 金沢市 SOMPOケア金沢笠舞 01:12'00"

   25  6429 ﾎｿｷ ﾘﾂｺ 細木　律子 56 石川県 白山市 01:13'47"



10km 一般女子60歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  6502 ｻｶﾉ ﾖｳｺ 坂野　洋子 61 石川県 野々市市 00:50'35"

    2  6504 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ 松村　裕子 65 石川県 金沢市 00:53'04"

    3  6506 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｷｺ 田畑　美貴子 67 石川県 金沢市 00:54'37"

    4  6510 ﾀｶｲ ｷｮｳｺ 高井　京子 67 石川県 金沢市 00:56'01"

    5  6507 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘｺ 本田　万里子 69 石川県 金沢市 00:57'07"

    6  6505 ﾀｹﾏﾂ ﾐｷｺ 竹松　幹子 66 石川県 白山市 00:59'43"

    7  6509 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ 山本　浩美 62 石川県 金沢市 01:01'35"

    8  6501 ﾔﾄｳ ｹｲｺ 谷藤　恵子 62 石川県 金沢市 01:02'16"

    9  6519 ｲﾁﾑﾗ ﾕｷｺ 市村　祐紀子 65 石川県 金沢市 01:03'11"

   10  6508 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ 山本　和代 60 滋賀県 甲賀市 01:04'11"

   11  6522 ﾂｶﾞﾜ ｱｷｺ 津川　明子 64 石川県 金沢市 01:06'38"

   12  6518 ｵｵｲ ｶｽﾞﾐ 大居　和美 65 富山県 高岡市 01:08'01"

   13  6517 ｶｹﾊﾞ ｷﾖﾐ 掛場　清美 64 石川県 金沢市 01:09'20"


