
瀬戸内アイランドトレイル実行委員会 2013/3/31

瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 場所：広島県 呉市 蒲刈県民の浜

レース別　成績一覧

２．【ロングコース 女子】
順位 NO. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 443 2:07:09 ドールティー リア ドールティー リア - 山口県
2 407 2:17:02 東 奈々 ヒガシ ナナ 大和走友会 広島県
3 410 2:25:55 河元 直美 カワモト ナオミ - 広島県
4 422 2:30:26 藤本 里奈 フジモト リナ パタゴニア神戸 兵庫県
5 420 2:36:52 三宅 陽香 ミヤケ ハルカ 本郷アスリート 広島県
6 421 2:45:00 中尾 雅子 ナカオ マサコ ＲＮＯ 岡山県
7 427 2:45:08 町田 はるか マチダ ハルカ やまちゃん 長野県
8 402 2:47:22 米永 知子 ヨネナガ トモコ 宇宙人友の会 大阪府
9 413 2:50:51 北村 礼子 キタムラ レイコ ＦＥＲＣ 広島県

10 424 2:56:20 重長 真弓 シゲナガ マユミ - 広島県
11 408 2:58:06 坂根 三保 サカネ ミホ - 広島県
12 436 2:59:00 槌西 樹莉 ツチニシ ジュリ - 広島県
13 425 3:07:29 石井 陽子 イシイ ヨウコ - 熊本県
14 432 3:11:21 玉泉 朋代 タマイズミ トモヨ - 広島県
15 417 3:13:28 杉浦 香 スギウラ カオリ 本郷ＡＣ 広島県
16 414 3:16:01 小村 直子 コムラ ナオコ - 広島県
17 409 3:20:29 村上 元子 ムラカミ モトコ - 広島県
18 419 3:21:50 池本 佳香 イケモト ヨシカ - 広島県
19 406 3:21:55 中山 志保 ナカヤマ シホ - 福岡県
20 435 3:23:27 中島 里絵 ナカシマ サトエ - 兵庫県
21 401 3:23:37 清木 美紗 セイキ ミサ 西京ＲＣ 山口県
22 439 3:24:47 谷口 百香 タニグチ モモカ 広島大学 広島県
23 430 3:25:23 高野 美里 タカノ ミサト ＷｉｎｄＲＵＮ 大阪府
24 431 3:25:23 勝田 美帆 カツタ ミホ Ｗｉｎｄｒｕｎ 兵庫県
25 412 3:25:53 藤本 恵美 フジモト メグミ 維新ランナーズ 山口県
26 434 3:25:53 山崎 麻里 ヤマサキ マリ 維新ランナーズ 山口県
27 403 3:26:20 玉田 かおり タマダ カオリ - 兵庫県
28 433 3:29:20 柴田 ゆうか シバタ ユウカ - 広島県
29 423 3:34:03 岡副 真理子 オカゾエ マリコ - 広島県
30 429 3:42:05 久保 栄子 クボ エイコ - 広島県
31 400 3:42:58 戸川 光 トガワ ヒカル - 兵庫県
32 416 3:54:27 島崎 睦子 シマザキ ムツコ - 広島県
33 418 3:55:01 増田 幸枝 マスダ サチエ - 広島県
34 442 4:05:23 小林 祥恵 コバヤシ サチエ - 広島県
35 428 4:08:53 町田 香世子 マチダ カヨコ チーム空 山梨県
36 415 4:21:31 田嶋 智美 タジマ サトミ - 広島県
37 438 4:29:15 大岩 世依子 オオイワ セイコ - 広島県
38 404 4:37:46 牧野 恭子 マキノ キョウコ 海上自衛隊 広島県
39 441 4:39:16 日下 景子 クサカ ケイコ 三次看護 広島県

1 / 1 ページ


	01
	02
	03
	04

