
関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:54:05

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 6054 荻原 菜月 オギワラ ナツキ 八千代市 1:01:16

2 6035 小野寺 泉 オノデラ イズミ 松戸市 松戸健走会 1:03:29

3 6018 若山 明日香 ワカヤマ アスカ 千葉市 ＣＲｍ 1:03:35

4 6022 平川 裕子 ヒラカワ ヒロコ 松戸市 ニッポンランナーズ柏 1:05:25

5 6042 深山 真奈美 ミヤマ マナミ 佐倉市 ニッポンランナーズ 1:05:42

6 6029 佐藤 康子 サトウ ヤスコ 船橋市 ニッポンランナーズ 1:06:55

7 6057 池崎 愛里 イケザキ アイリ 佐倉市 三重県スポーツ協会 1:08:59

8 6037 堀川 智恵子 ホリカワ チエコ 八千代市 1:09:33

9 6017 細谷 香苗 ホソヤ カナエ 東京都 Ｒ✖️Ｌ➕ 1:10:37

10 6031 仲山 恵美 ナカヤマ メグミ 佐倉市 1:12:32

11 6007 冨永 里実 トミナガ サトミ 市川市 ＲＪＫ 1:14:03

12 6032 松尾 和美 マツオ カズミ 千葉市 ＣＲｍ 1:14:07

13 6041 岡野 千春 オカノ チハル 香取市 1:14:33

14 6030 山岡 利恵子 ヤマオカ リエコ 船橋市 1:14:40

15 6005 野村 真紀 ノムラ マキ 埼玉県 凡人ＲＣ 1:15:32

16 6023 水野 麻子 ミズノ アサコ 神奈川県 バンバンクラブ 1:16:11

17 6053 大坪 泰子 オオツボ ヤスコ 市川市 市川マラソンクラブ 1:16:28

18 6043 青木 妙子 アオキ タエコ 神奈川県 1:16:57

19 6008 村岡 紀枝 ムラオカ ノリエ 我孫子市 1:17:10

20 6052 戸嶋 七海 トシマ ナナミ 匝瑳市 坂田戦隊走るんじゃー 1:17:40

21 6040 小澤 実乃莉 コザワ ミノリ 八千代市 1:19:06

22 6019 内藤 佐恵子 ナイトウ サエコ 千葉市 ＣＲ．ｍ 1:19:10

23 6028 吉田 祥子 ヨシダ ショウコ 柏市 松戸２１ＲＣ 1:20:37

24 6014 桶谷 祥恵 オケタニ サチエ 東京都 1:21:05

25 6015 北牧 希羊子 キタマキ キヨコ 船橋市 バンバンクラブ 1:21:54

26 6034 野崎 映子 ノザキ エイコ 東京都 1:22:02

27 6025 谷古宇 晴美 ヤコウ ハルミ 印西市 ひより 1:24:31

28 6012 柴﨑 七海 シバザキ ナナミ 松戸市 高砂熱学工業（株） 1:24:32

29 6038 始田 栄子 ハジメタ エイコ 東京都 1:25:15

30 6006 若井 香織 ワカイ カオリ 白井市 スペクターズ 1:25:51

31 6013 中村 記代子 ナカムラ キヨコ 市川市 市川マラソンクラブ 1:27:00

32 6003 左東 摩子 サトウ マコ 千葉市 1:27:10

33 6036 塚田 真由子 ツカダ マユコ 船橋市 1:28:02

34 6016 豊島 和子 トヨシマ カズコ 印西市 ブライトン 1:29:20

35 6021 高野 直美 タカノ ナオミ 茨城県 1:32:48
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【種目】一般女子10マイル

天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)

1 / 2 ページ



関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:54:05

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マイル

天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)

36 6044 土井 尚子 ドイ ナオコ 市川市 チーム八幡 1:33:21

37 6033 中村 あけみ ナカムラ アケミ 佐倉市 八千代ボンズ 1:34:57

38 6010 安藤 佳子 アンドウ ヨシコ 佐倉市 1:37:02

39 6059 別所　香苗 印西市 1:37:21

40 6011 神尾 真弓 カミオ マユミ 東京都 1:41:07

41 6049 向井 瑶子 ムカイ ヨウコ 印西市 1:41:13

42 6009 鈴木 和代 スズキ カズヨ 佐倉市 1:42:00

43 6055 馬目 美由紀 マノメ ミユキ 佐倉市 1:44:45

44 6002 吉森 久美子 ヨシモリ クミコ 埼玉県 1:45:54

45 6027 猪野尾 友紀 イノオ ユキ 大網白里市 東葉クリニック 1:51:44

46 6045 小野寺 ゆかり オノデラ ユカリ 船橋市 1:58:02
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