
関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:33:38

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 3202 永尾 薫 ナガオ カオル 市川市 0:35:27

2 3114 松本 恭子 マツモト キョウコ 船橋市 0:35:41

3 3188 田邊 亮子 タナベ リョウコ 柏市 0:38:10

4 3169 西田 綾佳 ニシダ アヤカ 印西市 ウィングＡＣ 0:40:17

5 3261 東 育美 アズマ イクミ 成田市 0:40:29

6 3192 前田 有香 マエダ ユカ 印旛郡 酒々井アスリートクラブ 0:40:54

7 3237 中村 沙知 ナカムラ サチ 千葉市 0:40:58

8 3103 永盛 真由美 ナガモリ マユミ 千葉市 0:41:02

9 3178 池田 美樹 イケダ ミキ 東京都 ウルトラプロジェクト 0:41:32

10 3166 中澤 葉子 ナカザワ ヨウコ 柏市 ウィングＡＣ 0:41:39

11 3241 新田 宏子 ニッタ ヒロコ 千葉市 0:41:39

12 3172 白壁 奏子 シラカベ カナコ 東京都 0:41:58

13 3101 浜崎 美鶴 ハマサキ ミツル 茨城県 笠松走友会 0:42:18

14 3116 上村 志保 カミムラ シホ 我孫子市 0:42:51

15 3253 千葉 ゆかり チバ ユカリ 船橋市 0:43:02

16 3124 大沢 朋絵 オオサワ トモエ 茨城県 牛久走友会 0:43:25

17 3213 谷田川 郁佳 ヤタガワ アヤカ 東京都 0:44:13

18 3235 櫻井 広美 サクライ ヒロミ 船橋市 0:44:18

19 3186 大山 幸代 オオヤマ ユキヨ 成田市 0:44:39

20 3249 永作 佳奈英 ナガサク カナエ 旭市 0:44:57

21 3198 吉野 由紀子 ヨシノ ユキコ 東金市 0:45:11

22 3180 飛鳥井 佳奈 アスカイ カナ 佐倉市 八千代ボンズ 0:45:16

23 3123 二宮 文 ニノミヤ アヤ 佐倉市 0:45:35

24 3191 山田 眞里子 ヤマダ マリコ 印旛郡 酒々井アスリートクラブ 0:45:54

25 3119 和田 志野 ワダ シノ 神奈川県 チームネボ 0:46:25

26 3267 今井 裕美 イマイ ヒロミ 佐倉市 0:46:49

27 3151 竹中 ゆかり タケナカ ユカリ 我孫子市 かるがもＲＣ 0:46:55

28 3121 岩田 千佐 イワタ チサ 千葉市 幸はやぶさ 0:47:14

29 3176 荻野 葉子 オギノ ヨウコ 千葉市 0:47:18

30 3158 小仁所 香穂里 コニショ カオリ 我孫子市 0:47:48

31 3111 内田 裕美 ウチダ ユミ 習志野市 市川МＣ 0:48:08

32 3259 山崎 文子 ヤマサキ フミコ 千葉市 0:48:15

33 3204 上畑 菜美 ウエハタ ナミ 印西市 どんぐり 0:48:20

34 3120 下重 貴子 シモシゲ タカコ 柏市 ウィング 0:48:26

35 3133 渡部 瑞穂 ワタナベ ミズホ 千葉市 ＣＲ．ｍ 0:48:33
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1 / 5 ページ



関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:33:38

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

令和3年12月19日(日)

【種目】一般女子10キロ

天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)

36 3200 高橋 あおい タカハシ アオイ 印西市 0:48:34

37 3190 兼子 知世 カネコ トモヨ 佐倉市 0:49:10

38 3255 戸倉 理恵 トクラ リエ 袖ケ浦市 0:49:17

39 3177 石井 百合子 イシイ ユリコ 船橋市 0:49:18

40 3115 沼口 万里 ヌマグチ マリ 神奈川県 教育庁ファイト 0:49:19

41 3132 吉田 雅子 ヨシダ マサコ 松戸市 ウィングＡＣ 0:49:24

42 3179 大野 陽子 オオノ ヨウコ 千葉市 美走ランニングクラブ 0:49:27

43 3234 石川 千鶴子 イシカワ チヅコ 佐倉市 0:49:51

44 3187 向井 れい華 ムカイ レイカ 東京都 0:49:58

45 3164 古市 由美子 フルイチ ユミコ 千葉市 0:50:07

46 3232 今岡 亜希子 イマオカ アキコ 船橋市 海老川ジョギング 0:50:16

47 3140 宮崎 裕子 ミヤザキ ユウコ 東京都 0:50:20

48 3207 伊藤 友紀子 イトウ ユキコ 佐倉市 0:50:38

49 3145 新田 瞳 ニッタ ヒトミ 千葉市 0:50:42

50 3193 北村 晃子 キタムラ アキコ 千葉市 0:50:48

51 3214 河野 睦子 コウノ ムツコ 東京都 0:51:00

52 3136 酒井 真里 サカイ マリ 東京都 みーたんず 0:51:05

53 3165 高根 祐子 タカネ ユウコ 八千代市 0:51:42

54 3183 茂木 久美子 モギ クミコ 東京都 0:51:50

55 3109 馬場 康子 ババ ヤスコ 佐倉市 ＮＹＲＣ 0:51:55

56 3239 永作 佳穂 ナガサク カホ 茨城県 0:52:14

57 3258 高橋 久美 タカハシ クミ 市川市 0:52:26

58 3247 中村 茉美 ナカムラ マミ 茨城県 0:52:45

59 3106 高橋 美奈子 タカハシ ミナコ 成田市 成田乱ナーズ杯 0:53:07

60 3271 藤井 君枝 船橋市 市川マラソンクラブ 0:53:22

61 3105 梅木 歩実 ウメキ アユミ 船橋市 0:53:24

62 3154 守泉 光江 モリイズミ ミツエ 神奈川県 0:53:28

63 3268 山中 衣子 柏市 0:53:37

64 3196 植草 佳子 ウエクサ ケイコ 市川市 0:53:49

65 3144 桜井 真実 サクライ マミ 埼玉県 0:53:51

66 3203 真行寺 裕実 シンギョウジ ヒロミ 山武郡 坂田戦隊 0:53:57

67 3244 広瀬 由里子 ヒロセ ユリコ 市川市 市川マラソンクラブ 0:54:33

68 3148 津島 友美 ツシマ トモミ 匝瑳市 0:54:44

69 3257 磯崎 有紀子 イソザキ ユキコ 成田市 0:54:53

70 3211 木村 美樹 キムラ ミキ 佐倉市 0:54:55
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71 3273 菱田 美智子 柏市 ウイングAC 0:54:55

72 6051 赤津 安澄 アカツ アズミ 我孫子市 0:55:26

73 3143 鈴木 佳代子 スズキ カヨコ 柏市 0:55:30

74 3233 紺野 純子 コンノ ジュンコ 東金市 千葉ランクラブ 0:55:42

75 3167 小松 万里恵 コマツ マリエ 千葉市 0:56:00

76 3156 岩村 真奈美 イワムラ マナミ 習志野市 0:56:01

77 3138 大木 美佐 オオキ ミサ 白井市 0:56:03

78 3254 神原 朋子 カンバラ トモコ 市川市 小金原診療所 0:56:20

79 3170 小野 由加里 オノ ユカリ 白井市 0:56:23

80 3246 岩澤 有沙 イワサワ アリサ 千葉市 0:56:33

81 3171 平山 正誉 ヒラヤマ マサヨ 茨城県 神栖ＴＣ 0:56:36

82 3201 宗像 晴子 ムナカタ ハルコ 四街道市 ち～む旅ＲＵＮ 0:56:43

83 3159 来栖 美春 クルス ミハル 旭市 0:57:00

84 3107 坂本 佳子 サカモト ヨシコ 佐倉市 0:57:03

85 3157 徳永 佳子 トクナガ ヨシコ 浦安市 ＭＪＣＳ 0:57:16

86 3184 前田 美穂 マエダ ミホ 千葉市 千葉県民 0:58:14

87 3194 米沢 治美 ヨネザワ ハルミ 佐倉市 0:58:19

88 3112 鈴木 なおみ スズキ ナオミ 柏市 ＫＣＲＣ 0:58:36

89 3108 尾崎 聡子 オザキ サトコ 埼玉県 ２＋２／３ＬＡＰＳ 0:58:44

90 3242 長谷部 奈津子 ハセベ ナツコ 旭市 0:58:44

91 3125 山本 悦子 ヤマモト エツコ 四街道市 Ｅ＆Ｍ 0:58:59

92 3236 佐藤 茉純 サトウ マスミ 印旛郡 0:59:06

93 3245 上野 都志江 ウエノ トシエ 市川市 市川マラソンクラブ 0:59:17

94 3274 武野 桂 千葉市 0:59:44

95 3113 袴田 夕里香 ハカマダ ユリカ 千葉市 0:59:46

96 3139 熊崎 洋子 クマザキ ヨウコ 八千代市 1:00:10

97 3206 髙橋 エリ子 タカハシ エリコ 千葉市 1:00:12

98 3147 小西 美香 コニシ ミカ 東京都 Ｒ✖️Ｌ➕ 1:00:12

99 3130 蓼沼 恵美 タテヌマ メグミ 東京都 永代クラブ 1:00:22

100 3272 綿貫 佳子 佐倉市 1:00:27

101 3197 澤田 昭子 サワダ アキコ 市川市 1:00:37

102 3238 永作 節子 ナガサク セツコ 茨城県 1:00:53

103 3266 蒲谷 智子 カバヤ トモコ 四街道市 1:00:55

104 3262 宮邊 友理 ミヤベ ユリ 東京都 1:01:05

105 3243 荻原 香枝子 オギハラ カエコ 印西市 1:01:34
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106 3265 渡邉 彩子 ワタナベ アヤコ 旭市 ちばみどり 1:01:43

107 3189 三浦 悦子 ミウラ エツコ 佐倉市 佐倉陸上クラブ 1:02:05

108 3240 柳澤 麗子 ヤナギサワ レイコ 成田市 1:02:47

109 3102 成実 真由美 ナルミ マユミ 千葉市 1:02:50

110 3210 大重 千佳子 オオシゲ チカコ 富里市 チームすしろー 1:02:54

111 3199 相沢 早知枝 アイザワ サチエ 成田市 1:03:03

112 3209 飯高 祥子 イイダカ ショウコ 四街道市 黒やぎ絵手紙会 1:03:12

113 3212 小柳 知子 コヤナギ トモコ 東京都 1:03:12

114 3150 二瀬 久美 ニノセ クミ 千葉市 1:04:16

115 3175 古田 和美 フルタ カズミ 松戸市 1:04:25

116 3250 沼田 和江 ヌマタ カズエ 松戸市 松戸２１ＲＣ 1:04:25

117 3260 小板橋 紀子 コイタバシ ノリコ 成田市 1:04:26

118 3195 寺脇 知美 テラワキ トモミ 市川市 1:04:31

119 3118 ニロファ エイスカル ニロファ エイスカル 千葉市 セブンイレブン問屋町店 1:04:43

120 3252 近藤 裕子 コンドウ ユウコ 香取郡 1:05:09

121 3181 小池 さつき コイケ サツキ 茨城県 1:05:19

122 3104 石井 静 イシイ シズカ 千葉市 1:05:24

123 3122 廣田 昌子 ヒロタ マサコ 佐倉市 1:05:47

124 3135 本田 孝子 ホンダ タカコ 我孫子市 1:05:47

125 3146 根本 真里 ネモト マリ 成田市 成田ランナーズハイ 1:06:03

126 3153 新井田 恵 ニイダ メグミ 東京都 ティティエイチ 1:06:45

127 3276 寉岡　成子 市原市 1:06:59

128 3263 真崎 美紀 マサキ ミキ 千葉市 1:06:59

129 3162 坂井 文子 サカイ アヤコ 千葉市 1:07:21

130 3182 堀口 葉子 ホリグチ ヨウコ 茂原市 1:07:31

131 3127 齊藤 未来 サイトウ ミク 茨城県 1:07:57

132 3277 佐々木　直美 東京都 妙正寺公園JC 1:08:03

133 3174 井上 ヒロ子 イノウエ ヒロコ 千葉市 1:08:38

134 3264 實川 恭子 ジツカワ キョウコ 山武郡 1:08:40

135 3155 田中 興子 タナカ オキコ 東京都 浅草田中歯科 1:09:21

136 3163 関谷 京子 セキヤ キョウコ 木更津市 1:09:46

137 3251 栗原 ひとみ クリハラ ヒトミ 成田市 1:10:05

138 3205 金坂 めぐみ カネサカ メグミ 長生郡 坂田戦隊 1:10:15

139 3126 脇本 洋子 ワキモト ヨウコ 千葉市 1:11:25

140 3168 廣澤 由美子 ヒロサワ ユミコ 茨城県 1:11:39
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141 3248 原 未鈴 ハラ ミスズ 静岡県 1:14:01

142 3134 秋場 祥子 アキバ ショウコ 千葉市 ポラリス 1:15:02

143 3117 太田 扶美子 オオタ フミコ 千葉市 ＳＥＶＥＮ問屋町 1:24:19
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