
- 明石城公園マラソン２０２０ -

10km 女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2020/11/22

スタート： 9:58:33

会場: 明石公園

主催: TEAM▲ZERO

49分13秒1 寺山 恭子151 テラヤマ キョウコ

49分29秒2 森山 早知子176 モリヤマ サチコ

50分49秒3 今村 美保子108 イマムラ ミホコ

52分40秒4 池田 有子102 イケダ ユウコ

53分38秒5 土肥 あずさ153 ドヒ アズサ

53分55秒6 真鍋 里美169 マナベ サトミ

54分17秒7 藤原 妙秀162 フジワラ タエホ

54分41秒8 橘 知恵145 タチバナ チエ

55分42秒9 久米 友美123 クメ トモミ

56分03秒10 瀧本 朋子144 タキモト トモコ

57分10秒11 大堂 尚子143 ダイドウ　ナオコ

57分50秒12 大島 彩112 オオシマ アヤ

58分07秒13 古中 満紀子163 フルナカ マキコ

58分51秒14 柏木 渚119 カシワギ ナギサ

59分02秒15 小林 利江128 コバヤシ リエ

59分10秒16 澤田 みゆき132 サワダ ミユキ

59分21秒17 杉野 典子139 スギノ ノリコ

59分23秒18 上林 理恵120 カミバヤシ リエ

59分30秒19 小林 日奈子127 コバヤシ ヒナコ

1時間00分48秒20 水本 三鶴170 ミズモト ミツル

1時間01分16秒21 平林 千恵160 ヒラバヤシ チエ

1時間01分38秒22 中井 詩織154 ナカイ シオリ

1時間02分19秒23 原田 靖子158 ハラダ ヤスコ

1時間02分45秒24 佐藤 あみ129 サトウ アミ

1時間02分52秒25 藤田 佑奈161 フジタ ユウナ

1時間02分54秒26 森谷 麻美175 モリヤ アサミ

1時間02分54秒27 山口 美香177 ヤマグチ ミカ

1時間03分00秒28 乗本 愛実156 ノリモト マナミ

1時間03分03秒29 小林 綺華126 コバヤシ アヤカ

1時間03分14秒30 合田 季世124 ゴウダ キヨ

1時間03分26秒31 戸口 あゆ美152 トグチ アユミ

1時間03分41秒32 井上 江里106 イノウエ エリ

1時間04分51秒33 蔭山 久江118 カゲヤマ ヒサエ

1時間05分00秒34 鶴田 ゆずきツルタ150 ツルタ ユズキ

1時間05分12秒35 岩里 由香理109 イワサト ユカリ

1時間06分27秒36 小倉 里和116 オグラ サトワ

1時間06分30秒37 宮本 三貴子172 ミヤモト ミキコ

1時間06分47秒38 辻 優子149 ツジ ユウコ

1時間07分20秒39 濵田 かおり157 ハマダ カオリ

1時間07分46秒40 山下 友子179 ヤマシタ トモコ

1時間08分15秒41 中島 美知子155 ナカジマ ミチコ

1時間08分19秒42 渡邊 知子183 ワタナベ トモコ

1時間08分27秒43 須野 正子141 スノ マサコ

1時間09分09秒44 山本 和代180 ヤマモト カズヨ

1時間09分39秒45 窪田 麻紀122 クボタ マキ

1時間09分58秒46 岡本 彩世子114 オカモト サヨコ

1時間10分00秒47 地頭江 晶子133 ジトウエ アキコ

1時間10分17秒48 吉田 由加理182 ヨシダ ユカリ

1時間10分22秒49 松本 光代168 マツモト ミツヨ

1時間10分27秒50 谷 博子146 タニ ヒロコ
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1時間10分37秒51 松本 伸子167 マツモト シンコ

1時間10分48秒52 浅原 裕美101 アサハラ ヒロミ

1時間10分48秒53 佐藤 ゆかり130 サトウ ユカリ

1時間11分12秒54 菅尾 清美138 スガオ キヨミ

1時間11分49秒55 堀井 睦165 ホリイ ムツミ

1時間11分56秒56 山本 典子181 ヤマモト ノリコ

1時間12分02秒57 山﨑 れいな178 ヤマサキ レイナ

1時間12分06秒58 谷川 真悠147 タニガワ マユ

1時間13分20秒59 小野 咲子117 オノ サキコ

1時間13分56秒60 衣笠 智子121 キヌガサ トモコ

1時間14分55秒61 東田 綾子159 ヒガシダ アヤコ

1時間15分48秒62 磯島 有佳里103 イソジマ ユカリ

1時間16分41秒63 岡本 瑠璃115 オカモト ルリ

1時間16分41秒64 榎本 りさ111 エノモト リサ

1時間16分56秒65 牧野 鮎美166 マキノ アユミ

1時間17分50秒66 鈴木 靖代140 スズキ ヤスヨ

1時間17分59秒67 宇都宮 裕子110 ウツノミヤ ヒロコ

1時間19分20秒68 村田 ちか173 ムラタ チカ

1時間19分59秒69 関本 直子142 セキモト ナオコ

1時間20分26秒70 古吟 恵美子125 コギン エミコ

1時間22分20秒71 森井 恵174 モリイ メグミ

1時間24分20秒72 細谷 ゆかり164 ホソタニ ユカリ

1時間26分56秒73 桝谷 実加437 マスタニ ミカ

1時間29分56秒74 伊東 みどり105 イトウ ミドリ

1時間29分56秒75 伊東 彩104 イトウ アヤ

Team▲ZERO


