
- 第３３回茶のくに八女ハーフマラソン -

５km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

21分13秒1 橋本 和奈5036 ハシモト カズナ

21分20秒2 坂本 綺星5049 サカモト キララ

24分27秒3 坂本 心花5048 サカモト コノハ

25分10秒4 本田 早紀5078 ホンダ サキ

25分29秒5 原田 知子5075 ハラダ トモコ

25分49秒6 國元 美加5037 クニモト ミカ

26分14秒7 橋本 志保5035 ハシモト シホ

27分00秒8 山下 明香5156 ヤマシタ ハルカ

27分25秒9 石崎 衣里子5158 イシザキ エリコ

29分16秒10 松元 瑞歩5128 マツモト ミズホ

29分35秒11 坂本 雅美5047 サカモト マサミ

30分08秒12 椿原 慶子5120 ツバハラ ケイコ

30分27秒13 中野 雅子5118 ナカノ マサコ

30分58秒14 中村 奈津子5106 ナカムラ ナツコ

31分02秒15 山本　綾子5004 ﾔﾏﾓﾄ　ｱﾔｺ

31分07秒16 春日 祐子5028 カスガ ユウコ

31分09秒17 坂本 真由美5133 サカモト マユミ

31分10秒18 久米 愛子5149 クメ アイコ

31分10秒19 宮原 智子5055 ミヤハラ トモコ

31分33秒20 早崎 めい子5020 ハヤサキ メイコ

32分01秒21 松元 聡美5129 マツモト サトミ

32分18秒22 栗原 由美5069 クリハラ ユミ

32分34秒23 中村 早野香5108 ナカムラ サヤカ

33分08秒24 永野 真喜子5045 ナガノ マキコ

33分10秒25 松元 寛子5126 マツモト ヒロコ

33分41秒26 樋口 明莉5066 ヒグチ アカリ

33分52秒27 橋爪 香菜子5107 ハシヅメ カナコ

34分04秒28 橋本 雅子5079 ハシモト マサコ

34分09秒29 杉山 聡子5114 スギヤマ サトコ

34分48秒30 近藤 恭江5105 コンドウ ヤスエ

35分09秒31 中島 真貴子5068 ナカシマ マキコ

35分14秒32 稲葉 佳奈5136 イナバ カナ

35分22秒33 牧 由美子5099 マキ ユミコ

35分34秒34 藏重 愛菜5155 クラシゲ アイナ

35分35秒35 中島 直美5087 ナカシマ ナオミ

36分18秒36 溝田 愛5089 ミゾタ アイ

36分18秒37 山田 桃愛5086 ヤマダ モモア

36分19秒38 山中 沙耶5159 ヤマナカ サヤ

36分34秒39 権藤 由香5093 ゴンドウ ユカ

36分39秒40 成島 真奈美5062 ナルシマ マナミ

36分42秒41 東山 理佳5088 ヒガシヤマ リカ

36分56秒42 梶原 緋来5151 カジワラ ヒライ

37分03秒43 鍋内 美由紀5067 ナベウチ ミユキ

37分18秒44 吉澤 靖子5122 ヨシザワ ヤスコ

37分20秒45 臼井 淳5102 ウスイ スナオ

37分39秒46 大塚 遥奈5083 オオツカ ハルナ

37分44秒47 井上 桐子5082 イノウエ トウコ

38分35秒48 佐藤 由美5146 サトウ ユミ

38分56秒49 橋本 美伽5080 ハシモト ミカ

39分12秒50 横溝 尚子5137 ヨコミゾ ナオコ
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39分24秒51 石堂 直子5041 イシドウ ナオコ

40分17秒52 久保 真美5076 クボ マミ

40分42秒53 田淵 真弓5056 タブチ マユミ

40分55秒54 平城 由衣5112 ヒラキ ユイ

41分30秒55 吉田 真里奈5092 ヨシダ マリナ

44分46秒56 小野 智美5026 オノ トモミ

49分42秒57 記伊 穂奈美5103 キイ ホナミ

50分01秒58 金子 智子5017 カネコ トモコ

51分44秒59 橋本 和子5202 ハシモト カズコ

53分02秒60 田中 圭子5094 タナカ ケイコ
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