
- 第22回ハイテクハーフマラソン -

10km女子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

37分23秒1 千葉 彩有花30241 ﾁﾊﾞ ｻﾕｶ

39分47秒2 川合 千春30244 ｶﾜｲ ﾁﾊﾙ

40分04秒3 小室 絵利奈30243 ｺﾑﾛ ｴﾘﾅ

41分57秒4 平間 あづさ32055 ﾋﾗﾏ ｱﾂﾞｻ

44分16秒5 大野 陽華30248 ｵｵﾉ ﾊﾙｶ

44分16秒6 魚住幸1219 ｳｵｽﾞﾐ ｻﾁ

44分53秒7 富塚 葵32015 ﾄﾐﾂﾞｶ ｱｵｲ

46分17秒8 黛 涼子30242 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾘｮｳｺ

46分48秒9 内藤 弥栄子24035 ﾅｲﾄｳ ﾔｴｺ

47分00秒10 小関 里美30222 ｵｾﾞｷ ｻﾄﾐ

47分18秒11 大西 麻希32081 ｵｵﾆｼ ﾏｷ

47分47秒12 犬尾 英里子23455 ｲﾇｵ ｴﾘｺ

48分33秒13 石川 美貴子32064 ｲｼｶﾜ ﾐｷｺ

49分26秒14 池上 真悠子32103 ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾕｺ

50分45秒15 幸福 明子30224 ｺｳﾌｸ ｱｷｺ

50分56秒16 妹尾 由美子23473 ｾｵ ﾕﾐｺ

51分38秒17 中道 伊久美23457 ﾅｶﾐﾁ ｲｸﾐ

52分31秒18 安藤 清夏32062 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ

52分59秒19 濱口屋 千栄23453 ﾊﾏｸﾞﾁﾔ ﾁｴ

53分35秒20 福田 亜紀子30322 ﾌｸﾀﾞ ｱｷｺ

53分40秒21 瀧田 佳代32101 ﾀｷﾀ ｶﾖ

53分41秒22 中島 彩香32035 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ

53分43秒23 竹村 由佳24031 ﾀｹﾑﾗ ﾕｶ

53分59秒24 新村 香織32016 ﾆｲﾑﾗ ｶｵﾘ

54分09秒25 長谷部 真美32065 ﾊｾﾍﾞ ﾏﾐ

54分16秒26 松田 明子32052 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲｺ

55分09秒27 立 美華子マリア32017 ﾀﾁ ﾐｶｺﾏﾘｱ

55分21秒28 藤村 ゆかり23485 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｶﾘ

55分34秒29 松村 桂14002 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂﾗ

55分36秒30 三ノ輪 優花32139 ﾐﾉﾜ ﾕｳｶ

56分21秒31 小田切 美穂24003 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾐﾎ

56分29秒32 大越 あや32132 ｵｵｺｼ ｱﾔ

57分10秒33 田坂 めぐみ30223 ﾀｻｶ ﾒｸﾞﾐ

57分17秒34 小野田 阿未32037 ｵﾉﾀﾞ ｱﾐ

57分29秒35 三屋 玲美32011 ﾐﾂﾔ ﾚﾐ

57分36秒36 西久保 美喜24023 ﾆｼｸﾎﾞ ﾐｷ

58分01秒37 躍場 美穂子32020 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ ﾐﾎｺ

58分30秒38 勝股 真由美30221 ｶﾂﾏﾀ ﾏﾕﾐ

58分37秒39 犬塚 多恵子23458 ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｴｺ

58分40秒40 古本 恵子32033 ﾌﾙﾓﾄ ｹｲｺ

59分00秒41 松田 恵美子23463 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾐｺ

59分30秒42 乾 奈緒32112 ｲﾇｲ ﾅｵ

59分36秒43 川井田　渚30321 ｶﾜｲﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

59分37秒44 宮崎 初枝23476 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾂｴ

59分47秒45 大澤 雪枝23465 ｵｵｻﾜ ﾕｷｴ

59分54秒46 小山 美雪23466 ｺﾔﾏ ﾐﾕｷ

59分59秒47 山本 千絵子23462 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴｺ

1時間00分03秒48 冨岡 愛加里32068 ﾄﾐｵｶ ｱｶﾘ

1時間00分05秒49 杉田 弥佳32063 ｽｷﾞﾀ ﾐｶ

1時間00分12秒50 朝夷 春奈32040 ｱｻｲﾅ ﾊﾙﾅ
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1時間00分12秒51 元木 陽子24034 ﾓﾄｷ ﾖｳｺ

1時間00分14秒52 永瀬 麻理江24038 ﾅｶﾞｾ ﾏﾘｴ

1時間00分27秒53 井口 靖子23460 ｲﾉｸﾁ ｾｲｺ

1時間01分07秒54 白記 彩花32119 ｼﾗｷ ｱﾔｶ

1時間01分09秒55 松島 里枝32032 ﾏﾂｼﾏ ﾘｴ

1時間01分42秒56 澤田 ひかり32135 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾘ

1時間02分11秒57 桑原 麻由32069 ｸﾜﾊﾗ ﾏﾕ

1時間02分16秒58 蛭田 有希24009 ﾋﾙﾀ ﾕｷ

1時間02分25秒59 森長 薫24004 ﾓﾘﾅｶﾞ ｶｵﾙ

1時間02分30秒60 青木 悦子32053 ｱｵｷ ｴﾂｺ

1時間02分44秒61 木村 桂子23459 ｷﾑﾗ ｹｲｺ

1時間03分38秒62 小川 由紀子24015 ｵｶﾞﾜ ﾕｷｺ

1時間03分57秒63 保谷 文恵23482 ﾎｳﾔ ﾌﾐｴ

1時間04分19秒64 菅崎 麻紀23478 ｽｶﾞｻｷ ﾏｷ

1時間04分38秒65 小林 麻衣子32088 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ

1時間04分48秒66 志村 記佐子23491 ｼﾑﾗ ｷｻｺ

1時間04分59秒67 小嶋 准子24021 ｺｼﾞﾏ ﾉﾘｺ

1時間04分59秒68 堀内 愛子32054 ﾎﾘｳﾁ ｱｲｺ

1時間05分04秒69 池田 勢津子23494 ｲｹﾀﾞ ｾﾂｺ

1時間05分05秒70 武智 郁32004 ﾀｹﾁ ｶｵﾙ

1時間05分20秒71 境 恵子23451 ｻｶｲ ｹｲｺ

1時間05分20秒72 小林 淳子23477 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ

1時間05分22秒73 秋山 愛弓32133 ｱｷﾔﾏ ｱﾕﾐ

1時間05分30秒74 堀川 なつ美32113 ﾎﾘｶﾜ ﾅﾂﾐ

1時間06分16秒75 松原 めぐみ32001 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ

1時間06分17秒76 大坂 直子32034 ｵｵｻｶ ﾅｵｺ

1時間06分21秒77 佐藤 志津子23479 ｻﾄｳ ｼｽﾞｺ

1時間06分29秒78 中畑 美穂14001 ﾅｶﾊﾀ ﾐﾎ

1時間06分31秒79 堀江 とくえ24022 ﾎﾘｴ ﾄｸｴ

1時間06分34秒80 田崎 菜穂23489 ﾀｻｷ ﾅﾎ

1時間06分42秒81 吉川 恵美23456 ﾖｼｶﾜ ｴﾐ

1時間06分54秒82 高野 由佳24029 ﾀｶﾉ ﾕｶ

1時間06分57秒83 中島 まりな32031 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘﾅ

1時間07分02秒84 早乙女 真衣子32090 ｿｳﾄﾒ ﾏｲｺ

1時間07分19秒85 川名 加織32082 ｶﾜﾅ ｶｵﾘ

1時間07分19秒86 望月 美貴32085 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｷ

1時間08分09秒87 長田 かおり23467 ｵｻﾀﾞ ｶｵﾘ

1時間08分34秒88 長谷山 麻美32114 ﾊｾﾔﾏ ｱｻﾐ

1時間09分08秒89 桑畑 多恵24007 ｸﾜﾊﾀ ﾀｴ

1時間09分09秒90 渡邉 りか23488 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ

1時間09分11秒91 黒川 淳子23472 ｸﾛｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ

1時間09分15秒92 座間 美穂子32019 ｻﾞﾏ ﾐﾎｺ

1時間09分16秒93 須賀 香月32116 ｽｶﾞ ｶﾂﾞｷ

1時間09分16秒94 卯月 尚美23470 ｳﾂﾞｷ ﾅｵﾐ

1時間09分22秒95 丹野 七菜32084 ﾀﾝﾉ ﾅﾅ

1時間09分59秒96 佐口 清美14003 ｻｸﾞﾁ ｷﾖﾐ

1時間10分02秒97 吉野 恵理香32134 ﾖｼﾉ ｴﾘｶ

1時間10分20秒98 本間 三和32102 ﾎﾝﾏ ﾐﾜ

1時間10分36秒99 安藤 えり32083 ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘ

1時間10分40秒100 杉本 友佳32089 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ
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1時間10分45秒101 内山 知子23483 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｺ

1時間10分50秒102 本間 雪江24020 ﾎﾝﾏ ﾕｷｴ

1時間11分12秒103 宇野 千紘32003 ｳﾉ ﾁﾋﾛ

1時間11分15秒104 奥村 玲子24002 ｵｸﾑﾗ ﾚｲｺ

1時間12分55秒105 都築 里穂32087 ﾂﾂﾞｷ ﾘﾎ

1時間13分44秒106 小野寺 友紀23468 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｷ

1時間13分52秒107 竹本 秀子23481 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾃﾞｺ

1時間14分12秒108 加藤　享子24040 ｶﾄｳ ｷｮｳｺ

1時間14分13秒109 中島 明美24026 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｹﾐ

1時間14分50秒110 橋本 明美24024 ﾊｼﾓﾄ ｱｹﾐ

1時間15分43秒111 伊藤　ひとえ24039 ｲﾄｳ ﾋﾄｴ

1時間15分48秒112 戸田 佳菜子32131 ﾄﾀﾞ ｶﾅｺ

1時間16分16秒113 木村 美栄子23486 ｷﾑﾗ ﾐｴｺ

1時間16分34秒114 今野 陽子32012 ｺﾝﾉ ﾖｳｺ

1時間16分45秒115 松浦 千春24028 ﾏﾂｳﾗ ﾁﾊﾙ

1時間17分03秒116 池田 優子32117 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ

1時間17分10秒117 入谷 美樹24010 ｲﾘﾀﾆ ﾐｷ

1時間17分17秒118 片谷 幸江32036 ｶﾀﾀﾆ ﾕｷｴ

1時間17分21秒119 三好 曜子32002 ﾐﾖｼ ﾖｳｺ
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