
- 2017有田みかん海道マラソン -

マラソン女子10km

順位 記録 No. 　氏名 　市町村 　所属

 2017/2/12

スタート： -

会場: マツゲン有田球場～有田みかん海道

主催: 有田みかん海道マラソン実行委員会

42分05秒1 グォン　スンヒ843

44分20秒2 中村　陽子703 川西市

45分11秒3 水沢　杏奈712 和歌山市

45分57秒4 堀内　麻衣706 大阪市

46分27秒5 松山　あずみ754 有田市 湯浅納税協会

47分02秒6 菅根　千景708 日高郡

49分17秒7 西原　由麻733 和歌山市

49分26秒8 北野　伊珠美836 和歌山市

49分51秒9 岩﨑　由布子828 有田市

49分59秒10 横田　維佐子1013 池田市

50分12秒11 堺　晶子810 岸和田市 貝塚走ろう会

50分35秒12 川本　薫1005 京都市 ｸﾙﾍﾞｿﾞﾝ

50分41秒13 秋田　遠和920 和歌山市 TEAM遠和

51分43秒14 尾上　るみ907 和歌山市

51分49秒15 安藤　登喜子814 大阪市

51分52秒16 野口　賀寿子838 守口市 武庫川ｽﾎﾟｰﾂ

51分59秒17 高橋　直子704 日高郡

52分03秒18 津本　クミ子904 有田郡 ｱﾐﾉ和歌山

53分05秒19 西川　真理子811 和歌山市

53分36秒20 田中　睦弥926 和歌山市

54分19秒21 吉本　里香914 大阪市

54分37秒22 小笠原　亜美745 草津市

54分51秒23 森　伸子923 阪南市

54分56秒24 天津　初穂909 日高郡

56分05秒25 東尾　真理子821 海南市

56分35秒26 津山　弓美子905 岩出市

56分44秒27 山川　房子1002 金沢市 ﾎﾘﾃﾞｲ金沢

57分10秒28 井上　愛郁738 和歌山市

57分14秒29 吉備　千枝子746 有田市

57分50秒30 小林　尚子1018 和歌山市

57分52秒31 柴田　佳代801 名張市

58分08秒32 吉田　千弥721 大阪市

58分18秒33 上田　由紀815 奈良市

58分34秒34 森本　早紀子748 海南市

58分46秒35 山手　亜沙美742 有田郡

58分48秒36 松原　順子903 和歌山市

58分51秒37 久保　純子741 和歌山市

58分58秒38 川本　直子827 海南市

59分02秒39 信達　久美子1011 阪南市

59分05秒40 大川　美津恵1012 日高郡

59分23秒41 宇惠　鮎子719 有田郡

1時間00分01秒42 前川　朋子1014 大津市 ｶﾄﾚｱ

1時間00分07秒43 土井　龍子918 岩出市

1時間00分24秒44 藤村　秋813 堺市

1時間00分35秒45 竹内　知子831 田辺市

1時間00分55秒46 二井　千里816 大阪市 ごんつな

1時間01分07秒47 池崎　恵美835 海南市 新日本科学

1時間01分18秒48 川嶋　由起833 海南市

1時間01分38秒49 北條　容子1003 西牟婁郡 ぱる

1時間01分56秒50 國友　るり910 和歌山市 ｾﾞﾌﾞﾗ
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1時間01分57秒51 繁　侑里729 和歌山市

1時間01分58秒52 井沼　瑶728 和歌山市

1時間01分59秒53 山本　良香715 岩出市

1時間02分06秒54 若尾　渚759 河内長野市

1時間02分17秒55 竹内　萌乃747 和歌山市

1時間02分19秒56 岡本　幸恵819 八尾市

1時間02分21秒57 森　光子1019 日高郡

1時間02分33秒58 辻　純子919 堺市

1時間02分49秒59 足立　紋808 高槻市

1時間02分56秒60 平松　あき823 海南市

1時間03分14秒61 津田　啓子915 海南市

1時間03分28秒62 野村　八重子806 堺市

1時間03分41秒63 清水　絢子842 大阪市

1時間04分57秒64 細尾　光子906 和歌山市

1時間05分06秒65 若林　有香760 和歌山市 ﾏﾂｹﾞﾝ

1時間05分06秒66 永山　美保子840 寝屋川市

1時間05分26秒67 大硲　尚子761 和歌山市

1時間05分39秒68 鈴木　美奈子758 大阪市

1時間05分54秒69 米山　恵825 豊中市

1時間06分03秒70 大川　和代837 和泉市

1時間06分28秒71 廣井　尚子839 和歌山市 汗濁大学

1時間07分01秒72 広瀬　和子805 大阪市

1時間07分29秒73 榎本　ツヤ子1006 有田市

1時間07分41秒74 近藤　直子720 大阪市

1時間07分53秒75 小上　悦子925 和歌山市

1時間08分29秒76 松山　道子807 堺市

1時間08分33秒77 孝橋　菜美子752 大阪市

1時間09分10秒78 神田　麻美726 和歌山市

1時間09分26秒79 瀬戸　由美子714 和歌山市

1時間10分10秒80 東　嘉子1022 和歌山市

1時間10分24秒81 戸出　真里740 板野郡

1時間10分44秒82 鳥渕　三紗浦710 有田郡

1時間10分44秒83 吉井　実南711 有田郡 紀陽銀行

1時間10分47秒84 篠原　芳子736 豊中市

1時間11分03秒85 中倉　江利子829 和泉市

1時間11分31秒86 清水　有希730 大和高田市

1時間11分42秒87 福本　知美725 泉南市

1時間11分52秒88 八木　宏美804 大阪市

1時間11分56秒89 石井　しのぶ820 吹田市

1時間13分04秒90 塩崎　美希750 海南市

1時間13分11秒91 土井　美恵子802 和歌山市

1時間13分20秒92 岡村　知子734 神戸市

1時間13分46秒93 佐野　貴子822 和歌山市

1時間13分50秒94 江島　有香716 明石市

1時間13分53秒95 伊藤　里恵812 和歌山市 ﾉｽﾀﾙ紀伊

1時間14分04秒96 大原　るり913 大阪市 ごんつな

1時間14分10秒97 半井　里紗709 和歌山市

1時間15分08秒98 長嶋　エミ832 泉南郡 狂奔する牛

1時間15分14秒99 石垣　和代917 岸和田市

1時間15分16秒100 岡村　有希子735 橋本市
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1時間15分33秒101 富田　智美803 津市

1時間16分32秒102 柴原　和美1017 大津市 ｶﾄﾚｱ

1時間17分43秒103 姫野　由美子1015 大津市 ｶﾄﾚｱ

1時間18分10秒104 北端　真梨子707 和歌山市

1時間18分18秒105 高岡　祥子737 大阪市

1時間18分21秒106 瀬口　聖佳755 新宮市

1時間18分47秒107 黒田　裕子824 池田市

1時間19分04秒108 北川　雅子912 吹田市

1時間20分08秒109 南出　泰子1008 海南市

1時間20分50秒110 中島　安祐美739 河内長野市

1時間22分27秒111 神田　友美727 和歌山市

1時間23分26秒112 加藤　明美705 大阪市

1時間23分26秒113 有川　裕美731 東大阪市

1時間23分58秒114 鳥羽　由香里817 堺市

1時間24分26秒115 井上　久子916 和歌山市

1時間25分33秒116 中野　久美922 有田市

1時間26分01秒117 東　光江1020 和歌山市

1時間26分10秒118 北川　久美744 有田郡

1時間30分45秒119 松﨑　典子1016 大津市 ｶﾄﾚｱ

1時間30分58秒120 永広　佳奈子809 和歌山市

1時間31分04秒121 清水　佳代子1021 和歌山市 わかやまRC

1時間31分05秒122 北野　洋子924 岩出市 わかやまRC

1時間31分11秒123 平田　智美826 泉南市

1時間42分56秒124 大寺　智子718 岩出市


