
- 第３３回茶のくに八女ハーフマラソン -

ハーフ女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/11/27

スタート： 10:20:00

会場: 八女市黒木体育センター

主催: 八女市・八女市教育委員会

1時間28分40秒1 井戸下 奈緒58 室見川ＲＣイドシタ ナオ

1時間36分13秒2 山本 麻由子97 ヤマモト マユコ

1時間39分59秒3 稲吉 君枝115 イナヨシ キミエ

1時間42分16秒4 松下 真紀子99 熊本県庁マツシタ マキコ

1時間43分16秒5 江越 あけみ207 エゴシ アケミ

1時間43分46秒6 野上 良子103 福岡陸協ノガミ ヨシコ

1時間44分14秒7 立花 あや275 タチバナ アヤ

1時間44分49秒8 吉島 浩子385 ヨシジマ ヒロコ

1時間45分37秒9 秋吉 澄子162 アキヨシ スミコ

1時間46分04秒10 古荘 貴美子176 フルショウ キミコ

1時間46分11秒11 境 乃理子140 サカイ ノリコ

1時間46分22秒12 本村 薫139 モトムラ カオル

1時間49分03秒13 石原 裕理541 イシハラ ユウリ

1時間49分15秒14 石田 雅代191 イシダ マサヨ

1時間49分55秒15 古賀 貴美子257 コガ キミコ

1時間50分02秒16 大塚 理絵193 オオツカ リエ

1時間51分47秒17 原口 麻里亜332 ハラグチ マリア

1時間53分04秒18 野中 夏紀242 ノナカ ナツキ

1時間54分31秒19 野口 美佳195 ノグチ ミカ

1時間56分18秒20 山本 恵430 ヤマモト メグミ

1時間56分46秒21 末松 志帆458 スエマツ シホ

1時間57分58秒22 森川 仁美128 モリカワ ヒトミ

1時間59分42秒23 住 恵美201 スミ エミ

2時間01分18秒24 竹下 優美547 タケシタ ユウミ

2時間02分27秒25 木下 浩子253 キノシタ ヒロコ

2時間02分31秒26 浦田 千恵子601 ウラタ チエコ

2時間05分14秒27 江越 香織380 エゴシ カオリ

2時間06分19秒28 小池 文子301 コイケ アヤコ

2時間06分41秒29 仲道 美智子457 ナカミチ ミチコ

2時間07分05秒30 稗田 可恵512 ヒエダ カエ

2時間07分29秒31 原口 琴理340 ハラグチ コトリ

2時間07分53秒32 高武 芳美432 コウタケ ヨシミ

2時間08分44秒33 髙尾 百合恵390 タカオ ユリエ

2時間10分49秒34 中山 優273 ナカヤマ ユウ

2時間11分19秒35 田中 沙織630 タナカ サオリ

2時間12分17秒36 松尾 有華里580 マツオ ユカリ

2時間12分39秒37 安部田 若奈573 アベタ ワカナ

2時間15分09秒38 日高 摩己313 ヒダカ マミ

2時間15分27秒39 日高 愛祐美518 ヒダカ アユミ

2時間15分28秒40 有光 眞織657 アリミツ マオリ

2時間16分28秒41 川口 由美515 カワグチ ユミ

2時間16分39秒42 高瀬 由希子639 タカセ ユキコ

2時間17分46秒43 園田 ジュリア555 ソノダ ジュリア

2時間17分51秒44 荒木 真由美499 アラキ マユミ

2時間17分54秒45 切通 大子456 キリドオシ ヒロコ

2時間20分06秒46 山田 弓子570 ヤマダ ユミコ

2時間20分12秒47 許山 淳子614 ノミヤマ ジュンコ

2時間20分39秒48 北村 美香389 キタムラ ミカ

2時間20分51秒49 福嶋 直子331 フクシマ ナオコ

2時間21分29秒50 古賀 るみ子279 コガ ルミコ
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2時間23分01秒51 吉瀬 智子556 キチゼ トモコ

2時間24分19秒52 鈴木 美雪654 スズキ ミユキ

2時間26分17秒53 木村 智恵子500 キムラ チエコ

2時間26分33秒54 坂口 京子480 サカグチ キョウコ

2時間28分52秒55 加藤 いづみ610 カトウ イヅミ

2時間29分11秒56 山上 実紀626 ヤマガミ ミキ

2時間29分28秒57 山村 明子459 ヤマムラ アキコ

2時間30分17秒58 柚木崎 裕子631 ユキザキ ユウコ

2時間30分23秒59 松尾 まさ恵579 マツオ マサエ

2時間31分44秒60 松岡 美恵441 マツオカ ミエ

2時間31分54秒61 小川 和子521 オガワ カズコ

2時間35分20秒62 上村 李枝608 ウエムラ リエ

2時間35分21秒63 塩津 幸恵603 シオツ サチエ

2時間35分58秒64 行徳 恵美572 ギョウトク エミ

2時間37分55秒65 西田 美子660 ニシダ ヨシコ

2時間38分01秒66 松本 あゆみ607 マツモト アユミ

2時間40分40秒67 森山 真理628 モリヤマ マリ

2時間42分47秒68 江藤 愛来618 エトウ エク

2時間43分11秒69 服部 ルミ子642 ハットリ ルミコ

2時間43分21秒70 山本 千恵585 ヤマモト チエ

2時間44分35秒71 平山 基子658 ヒラヤマ モトコ

2時間44分35秒72 筑波 啓子659 ツクバ ケイコ

2時間44分48秒73 御船 実和子445 ミフネ ミワコ

2時間45分34秒74 中嶋 仁美653 ナカシマ ヒトミ

2時間45分56秒75 南里 有香648 ナンリ ユカ

2時間50分27秒76 江藤 未来619 エトウ ミク

2時間51分19秒77 田邊 絵美子584 タナベ エミコ

2時間53分41秒78 眞鍋 倫子472 マナベ リンコ

2時間56分27秒79 遠嶋 裕子493 トオジマ ユウコ

2時間56分43秒80 坂内 みさお565 サカウチ ミサオ

2時間59分33秒81 岩元 香菜667 イワモト カナ

3時間05分49秒82 吉川 万結629 ヨシカワ マユ

3時間05分50秒83 木村 えり522 キムラ エリ

3時間17分09秒84 船津 清香562 フナツ キヨカ

3時間28分45秒85 福田 美月671 フクダ ミヅキ

3時間33分37秒86 松本 未瑠643 マツモト ミル
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