
- 第３３回茶のくに八女ハーフマラソン -

１０km女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/11/27

スタート： 10:40:00

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

42分01秒1 宮川 由香1003 ミヤガワ ユカ

43分36秒2 山賀 操1008 博多陸友会ヤマガ ミサオ

43分44秒3 高原 久乃1002 タカハラ ヒサノ

46分53秒4 清水 妙子1011 福岡陸協シミズ タエコ

47分22秒5 金沢 恵美子1021 カナザワ エミコ

51分30秒6 古賀 蒼彩1108 福岡陸上競技協会コガ アオイ

53分43秒7 是枝 有紀1012 走熊会コレエダ ユキ

55分40秒8 野田 千賀子1067 ノダ チカコ

55分57秒9 戸次 由紀1064 ベッキ ユキ

56分56秒10 原田 京子1022 ハラダ キョウコ

58分04秒11 田中 智美1145 タナカ トモミ

58分35秒12 熊谷 奈津美1155 クマガイ ナツミ

58分59秒13 中川 美紀1165 ナカガワ ミキ

59分23秒14 永尾 素子1138 ナガオ モトコ

59分56秒15 清水 ノリ1048 福岡陸上競技協会シミズ ノリ

59分58秒16 竹内 香1051 タケウチ カオリ

1時間00分32秒17 恵良 彰子1206 エラ アキコ

1時間01分50秒18 森川 あかね1088 モリカワ アカネ

1時間02分24秒19 日高 道代1157 ヒダカ ミチヨ

1時間02分51秒20 古賀 由美子1103 コガ ユミコ

1時間03分53秒21 小野 さくら1077 オノ サクラ

1時間03分59秒22 福永 順子1127 フクナガ ジュンコ

1時間05分03秒23 郭 美麗1302 カク ミレイ

1時間06分25秒24 亀谷 道枝1089 カメタニ ミチエ

1時間06分26秒25 石橋 利恵1144 イシバシ リエ

1時間06分38秒26 佐野 恵美1134 サノ エミ

1時間06分44秒27 酒井 美奈1156 サカイ ミナ

1時間07分00秒28 原田 智恵1205 ハラダ トモエ

1時間07分11秒29 佐野 早苗1136 サノ サナエ

1時間07分32秒30 深田 節子1191 フカダ セツコ

1時間08分29秒31 畑田 美奈1037 ハタダ ミナ

1時間08分54秒32 有岡 京子1147 アリオカ キョウコ

1時間09分20秒33 合原 純子1149 ゴウバル ジュンコ

1時間09分35秒34 平山 百合子1125 ヒラヤマ ユリコ

1時間09分37秒35 中嶋 満代1201 ナカシマ ミツヨ

1時間10分22秒36 浦本 洋子1194 ウラモト ヨウコ

1時間11分35秒37 鳥越 恵梨1197 トリゴエ エリ

1時間13分13秒38 中島 由実子1196 ナカジマ ユミコ

1時間13分23秒39 南 信恵1172 ミナミ ノブエ

1時間13分55秒40 北崎 美保子1143 キタザキ ミホコ

1時間14分05秒41 漆山 知実1209 ウルシヤマ トモミ

1時間14分40秒42 入江 公代1175 イリエ キミヨ

1時間15分24秒43 尾田 奈生美1167 オダ ナオミ

1時間15分26秒44 野村 安子1132 ノムラ ヤスコ

1時間16分13秒45 福田 絵美1164 フクダ エミ

1時間16分21秒46 中山 恵1213 ナカヤマ メグミ

1時間16分34秒47 稲田 洋子1189 イナダ ヨウコ

1時間17分18秒48 三苫 幸代子1174 ミトマ サヨコ

1時間18分17秒49 後藤 香里1128 ゴトウ カオリ

1時間18分38秒50 坂本 早苗1185 サカモト サナエ
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1時間18分54秒51 森 靖恵1085 モリ ヤスエ

1時間20分33秒52 熊本 彩奈1214 クマモト アヤナ

1時間21分54秒53 田中 真弓1186 タナカ マユミ

1時間28分32秒54 権藤 絹代1199 ゴンドウ キヌヨ

1時間31分57秒55 樋口 みほこ1176 ヒグチ ミホコ
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