
3km 中学生女子

 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  8008 ﾆｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 西田　つばさ 13 石川県 七尾市 七尾中学校（1年） 00:11'36"

    2  8014 ｶﾈﾀﾞ ﾓﾓﾐ 金田　桃実 14 石川県 能美市 辰口中学校（2年） 00:11'45"

    3  8003 ｶﾒﾀﾞ ﾒｳ 亀田　芽生 13 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:11'45"

    4  8009 ｲﾑﾗ ﾐｻﾄ 居村　美怜 13 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:11'47"

    5  8015 ｷﾀ ｽｽﾞﾊ 北　涼葉 14 石川県 能美市 辰口中学校陸上部（2年）00:12'25"

    6  8010 ｶｶﾞﾐ ｱｵﾊﾞ 加々美　青葉 13 石川県 かほく市 河北台中学校（1年） 00:12'27"

    7  8001 ｽｹﾀﾞ ｱｳﾗ 助田　阿優來 12 石川県 金沢市 泉中学校（1年） 00:13'12"

    8  8016 ﾏﾂｵ ﾘﾝ 松尾　凜 14 石川県 能美市 辰口中学校（2年） 00:13'15"

    9  8012 ﾊﾀﾅｶ ﾘｵ 畠中　莉央 13 石川県 野々市市 布水中学校（2年） 00:13'49"

   10  8002 ｶﾈﾀﾞ ﾕｲ 金田　ゆい 12 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:14'21"

   11  8004 ﾀｶﾀﾞ ﾙﾅ 高田　琉奈 13 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:14'24"

   12  8005 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 山田　侑依 13 石川県 中能登町 中能登中学校（1年） 00:14'45"

   13  8006 ﾔﾉ ﾘﾝﾗ 矢野　稟羅 13 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:15'12"

   14  8019 ﾏｴｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 前川　仁美 14 福井県 福井市 足羽中学校（2年） 00:15'39"

   15  8013 ﾕｳﾔ ﾋﾖﾘ 柚谷　日和 14 石川県 珠洲市 緑丘中学校（2年） 00:19'33"

   16  8020 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾋｶﾘ 柳谷　ひかり 14 石川県 珠洲市 緑丘中学校（3年） 00:24'31"



3km 高校生女子

 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  8108 ﾌﾞﾗｳﾝ ｴｲﾐ ブラウン　英美 17 石川県 金沢市 金沢二水高校（3年） 00:12'05"

    2  8101 ｲｼｻﾞｷ ﾕﾅ 石﨑　夢菜 15 石川県 金沢市 金沢二水高校（1年） 00:13'13"

    3  8107 ﾅｶﾉ ﾈﾈ 中野　寧々 17 石川県 野々市市 金沢二水高校（2年） 00:13'43"

    4  8104 ｸﾏﾀﾞ ﾏﾅ 熊田　愛菜 16 石川県 金沢市 （2年） 00:19'44"



3km 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  8202 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 福田　乃桃香 21 石川県 金沢市 00:12'49"

    2  8201 ｻﾙﾐﾀﾞ ｴﾘ 猿見田　絵理 19 石川県 金沢市 羽二重豆腐 00:14'58"

    3  8203 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ 山本　結花理 21 石川県 津幡町 00:15'28"

    4  8204 ﾃﾝｺｳ ﾅﾂｶ 天幸　夏佳 28 石川県 金沢市 オレンジリブ 00:24'07"



3km 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  8311 ﾏﾂｶﾜ ｻﾅｴ 松川　佐菜江 39 石川県 小松市 00:13'08"

    2  8391 根岸　葉月 00:14'49"

    3  8302 ﾅｶﾉ ｱｻｷ 中野　麻希 34 栃木県 小山市 オレンジリブ 00:15'53"

    4  8309 ｼﾐｽﾞ ﾏｲｺ 清水　麻衣子 38 石川県 金沢市 00:16'58"

    5  8307 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｴ 田中　瑞絵 37 福井県 永平寺町 田中病院 00:18'15"

    6  8303 ﾃﾗﾆｼ ﾘｻ 寺西　里紗 35 石川県 金沢市 00:18'36"

    7  8305 ﾐﾂｲ ﾕｷ 三井　由希 36 石川県 金沢市 00:19'13"

    8  8304 ﾐﾔ ﾖｼﾐ 宮　良美 36 石川県 小松市 00:19'41"

    9  8308 ﾅｶｲ ﾌﾐｺ 中井　史子 38 石川県 能美市 00:20'35"

   10  8306 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 川口　りお 36 石川県 金沢市 00:20'36"

   11  8310 ｵﾓﾃ ﾁﾖﾐ 表　千代美 39 石川県 能美市 00:26'15"



3km 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  8415 ﾛｯｶｸ ﾐﾕｷ 六角　美幸 49 石川県 金沢市 00:12'37"

    2  8404 ﾜﾀﾞﾓﾘ ｷﾐｺ 和田森　公子 42 石川県 金沢市 00:14'55"

    3  8405 ｴｲﾀﾞ ｱﾕﾐ 栄田　歩 42 石川県 金沢市 00:15'46"

    4  8406 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ 山田　里美 43 石川県 金沢市 00:16'34"

    5  8402 ﾁｶｵｶ ﾅﾅ 近岡　ナナ 40 石川県 金沢市 00:17'45"

    6  8410 ｲｹﾀﾞ ｴﾘｺ 池田　絵里子 46 群馬県 前橋市 00:18'40"

    7  8403 ﾕｳﾔ ｷｮｳｺ 柚谷　恭子 41 石川県 珠洲市 00:22'01"

    8  8412 ﾌｼﾞﾊｼ ﾕｷｺ 藤橋　由希子 48 石川県 金沢市 金沢ランニングステーションる00:22'04"



3km 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  8512 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 岡本　由紀子 53 石川県 かほく市 00:13'54"

    2  8506 ｻﾙﾐﾀﾞ ﾅｵﾐ 猿見田　なおみ 50 石川県 金沢市 ダスキン 00:16'18"

    3  8516 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｻﾐ 橋爪　正美 58 石川県 金沢市 00:16'43"

    4  8502 ｼｷﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 敷田　しのぶ 50 石川県 金沢市 00:17'01"

    5  8501 ﾀｶﾊｼ ﾁｶｺ 高橋　千賀子 50 石川県 内灘町 木島病院 00:17'06"

    6  8514 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾎｺ 山口　弥穂子 55 石川県 白山市 00:18'17"

    7  8517 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｺ 山本　玲子 59 石川県 羽咋市 北國FDH 00:20'33"

    8  8505 ﾀﾝﾎﾞ ｻﾄﾐ 田保　里美 50 石川県 羽咋市 00:20'34"

    9  8518 ﾓﾄﾑﾗ ﾕｳｺ 本村　裕子 59 石川県 内灘町 00:20'50"

   10  8511 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 中村　由香 53 石川県 白山市 00:21'03"

   11  8515 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 中村　弘美 55 石川県 金沢市 00:21'23"

   12  8510 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾖ 吉田　幸代 51 石川県 川北町 福寿園 00:21'23"

   13  8503 ｱｻﾘ ｶｵﾘ 浅利　香 50 石川県 小松市 00:21'42"

   14  8507 ﾆｼﾅｶﾞ ﾋﾛｺ 西永　浩子 50 石川県 金沢市 00:21'44"

   15  8509 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾕｶﾘ 大泉　由香利 51 石川県 金沢市 00:22'29"

   16  8513 ｳﾗﾉ ﾏｻｷ 裏野　真希 54 石川県 金沢市 00:23'22"

   17  8504 ﾓﾘ ﾕｷ 森　由紀 50 石川県 金沢市 00:24'29"



3km 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  8604 ｽｴﾖｼ ﾏｷｺ 末吉　真規子 61 石川県 かほく市 かほく市立大海小学校 00:12'14"

    2  8609 ﾖｼﾀﾞ ｳﾀｺ 吉田　詩子 63 石川県 白山市 00:13'22"

    3  8607 ｶﾜｼﾏ ﾕｷｺ 川島　幸子 62 石川県 金沢市 00:14'20"

    4  8602 ﾋﾛﾀ ｹｲｺ 廣田　恵子 60 福井県 大野市 00:14'51"

    5  8601 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｺ 本田　孝子 60 石川県 小松市 00:18'32"

    6  8613 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 谷口　友子 68 富山県 富山市 00:18'55"

    7  8608 ｵｵﾐ ﾏｻﾐ 近江　正美 62 富山県 射水市 00:20'06"

    8  8610 ﾆﾎﾝｽｷﾞ ｻﾁｺ 二本杉　幸子 64 石川県 金沢市 00:20'39"

    9  8612 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｺ 長井　和子 66 石川県 金沢市 00:20'58"

   10  8605 ﾔﾏﾊﾅ ﾄｼﾐ 山花　敏美 61 石川県 七尾市 00:25'39"



3km 一般女子70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  8702 ﾀﾏﾓﾘ ﾀｶｺ 玉森　隆子 71 富山県 魚津市 00:20'02"




