
第19回ハイテクハーフマラソン【 3キロマラソン⼥⼦ ⼀般の部】⼤会結果（速報値）

部⾨順位 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 タイム

1 438 根元 ⾹苗 ネモト カナエ - 00:11:03

2 442 川⼝ 明実 カワグチ アケミ - 00:11:17

3 453 ⽯川 美貴⼦ イシカワ ミキコ - 00:12:56

4 432 太⽥ 友美 オオタ トモミ - 00:13:15

5 437 ⽩⽊ 真貴 シラキ マキ - 00:13:28

6 416 ⼩畑 桂⼦ オバタ ケイコ - 00:13:57

7 452 新⾕ 真以 シンガイ マイ - 00:14:44

8 467 永井 千絵 ナガイ チエ - 00:14:50

9 422 仙波 敦⼦ センバ アツコ - 00:15:30

10 464 坂本 佑菜 サカモト ユナ - 00:15:50

11 444 ⼩林 照美 コバヤシ テルミ - 00:15:54

12 456 ⾕ 佐知 タニ サチ - 00:15:54

13 450 ⾼津 利枝 タカツ トシエ - 00:16:01

14 457 熊⾕ 理恵⼦ クマガイ リエコ - 00:16:05

15 412 川⼝ 淳⼦ カワグチ ジュンコ - 00:16:10

16 405 佐藤 妙⼦ サトウ タエコ - 00:16:21

17 449 ⼿塚 恵美 テヅカ エミ - 00:16:27

18 454 ⾼橋 桂⼦ タカハシ ケイコ - 00:16:31

19 455 ⻄尾 英⼦ ニシオ エイコ - 00:16:31

20 451 ⽊村 栄 キムラ サカエ - 00:16:40

21 409 瀬⼝ 明希⼦ セグチ アキコ - 00:16:42

22 458 浦住 弘美 ウラズミ ヒロミ - 00:16:45

23 427 佐藤 佐知⼦ サトウ サチコ - 00:16:49

24 404 ⻑⾕川 綾 ハセガワ アヤ - 00:17:00

25 403 蓑部 由美⼦ ミノベ ユミコ - 00:17:02

26 421 平嶋 純恵 ヒラシマ スミエ - 00:17:17

27 414 ⼩⼭内 陽代 オサナイ ハルヨ - 00:17:20

28 423 ⽯村 淑江 イシムラ ヨシエ - 00:17:29

29 439 井⼾根 美雪 イドネ ミユキ - 00:17:31

30 407 堀⼝ 紀⼦ ホリグチ ノリコ - 00:17:43

31 462 ⽥中 佳世 タナカ カヨ - 00:17:54

32 415 岸本 さつき キシモト サツキ - 00:18:01

33 402 ⼯藤 博⼦ クドウ ヒロコ - 00:18:32

34 463 キンジュシェンコ 陽⼦ キンジュシェンコ ヨウコ - 00:18:44

35 445 ⼩池 優⼦ コイケ ユウコ - 00:18:47
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36 448 ⻄村 滋美 ニシムラ シゲミ - 00:18:55

37 430 岡村 公⼦ オカムラ キミコ - 00:18:56

38 401 盛 かおり モリ カオリ - 00:19:17

39 436 ⽥島 有美⼦ タジマ ユミコ - 00:19:19

40 424 髙部 頼⼦ タカベ ヨリコ - 00:20:06

41 440 井⼾根 裕美 イドネ ヒロミ - 00:20:10

42 428 増⽥ なるみ マスダ ナルミ - 00:20:16

43 460 中城 砂紀 ナカジョウ サキ - 00:20:35

44 408 河合 あさみ カワイ アサミ - 00:21:07

45 443 ⼭⽥ 澄⼦ ヤマダ スミコ - 00:21:14

46 465 ⼭野井 康予 ヤマノイ ヤスヨ - 00:21:30

47 413 ⻘地 真瑛 アオチ マサエ - 00:21:35

48 447 桑原 明美 クワハラ アケミ - 00:21:54

49 470 ⻑⾕川 久⼦ ハセガワ ヒサコ - 00:22:19

50 461 ⿑藤 寿美 サイトウ コトミ - 00:22:20

51 410 阿部 恵美⼦ アベ エミコ - 00:22:41

52 418 加藤 弘⼦ カトウ ヒロコ - 00:23:03

53 434 妹尾 尋⼦ セノオ ヒロコ - 00:23:23

54 420 鈴⽊ 孝葉 スズキ タカハ - 00:23:51

55 419 加藤 幸⼦ カトウ サチコ - 00:23:51

56 459 仁科 幸⼦ ニシナ サチコ - 00:27:51

57 469 増⽥ 彰⼦ マスダ アキコ - 00:27:51

部⾨順位 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 タイム
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