
第42回 ベジタブルマラソン in 立川
平成32年2月11日(火)
種目:【5km】
部門:【女子 高校生以上】 天候：晴　気温：10.0℃　湿度：77.7%

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ
1 8005 中川 信実 ナカガワ ノブミ 東京都 0:21:44
2 8007 河西 麻子 カワニシ アサコ 東京都 0:22:09
3 8052 黄 錦淑 ファン クンス 埼玉県 0:23:55
4 8025 飯塚 かおり イイヅカ カオリ 埼玉県 0:25:41
5 8029 山岡 葵 ヤマオカ アオイ 東京都 0:25:56
6 8041 五嶋 摩理 ゴトウ マリ 東京都 0:27:11
7 8063 新井 智絵 アライ トモエ 東京都 0:27:19
8 8038 高済 さとこ タカスミ サトコ 埼玉県 0:28:04
9 8017 佐藤 彩花 サトウ アヤカ 東京都 0:28:05
10 8042 石井 枝里 イシイ エリ 東京都 0:28:06
11 8030 川津 美加子 カワツ ミカコ 東京都 0:28:08
12 8040 薊 真由美 アザミ マユミ 東京都 0:28:24
13 8028 梁 賀恩 ヤン ハウン 東京都 0:28:38
14 8060 磯田 知子 イソダ トモコ 埼玉県 0:29:24
15 8044 平野 瑛生 ヒラノ エミ 東京都 0:29:43
16 8055 山田 めぐみ ヤマダ メグミ 埼玉県 0:30:05
17 8014 伊勢村 真紀 イセムラ マキ 東京都 0:30:26
18 8031 新井 知世 アライ トモヨ 埼玉県 0:30:27
19 8037 沖中 繭子 オキナカ マユコ 埼玉県 0:30:37
20 8024 鴨志田 由樹 カモシダ ユキ 東京都 0:30:49
21 8013 勝又 佳奈 カツマタ カナ 神奈川県 0:31:18
22 8002 鳥谷 淳子 トリヤ ジュンコ 東京都 0:31:39
23 8045 中西 優花 ナカニシ ユカ 東京都 0:31:41
24 8046 高島 良代 タカシマ フミヨ 東京都 0:31:49
25 8057 宮路 みち子 ミヤジ ミチコ 神奈川県 0:32:24
26 8066 右近みゆき ウコン ミユキ 0:32:55
27 8023 松尾 典子 マツオ ノリコ 東京都 0:32:55
28 8067 太田彩子 オオタ アヤコ 0:32:56
29 8048 小笠原 絵里 オガサワラ エリ 神奈川県 0:32:57
30 8020 山本 綾子 ヤマモト アヤコ 東京都 0:33:27
31 8021 富川 麗子 トミカワ レイコ 東京都 0:34:01
32 8027 剣持 結花 ケンモチ ユイカ 東京都 0:34:02
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33 8036 吉田 久子 ヨシダ ヒサコ 新潟県 0:34:05
34 8050 若月 茉莉亜 ワカツキ マリア 東京都 0:34:06
35 8058 山川 ゆみ子 ヤマカワ ユミコ 東京都 0:34:26
36 8056 池田 早苗 イケダ サナエ 東京都 0:34:36
37 8054 藤牧 あゆみ フジマキ アユミ 東京都 0:34:42
38 8053 藤牧 めぐみ フジマキ メグミ 東京都 0:34:44
39 8062 安池 茉莉子 ヤスイケ マリコ 東京都 0:34:53
40 8001 白井 潤子 シライ ジュンコ 東京都 0:34:55
41 8049 久米 美恵 クメ ミエ 東京都 0:35:22
42 8043 篠原 徳子 シノハラ ノリコ 埼玉県 0:36:16
43 8010 倉地 奈々 クラチ ナナ 神奈川県 0:36:38
44 8033 渡邉 春香 ワタナベ ハルカ 東京都 0:36:44
45 8035 佐藤 侑紀 サトウ ユキ 東京都 0:36:44
46 8059 山下 由美子 ヤマシタ ユミコ 東京都 0:36:46
47 8047 畠山 真起 ハタケヤマ マキ 東京都 0:36:46
48 8016 鈴木 則子 スズキ ノリコ 埼玉県 0:36:49
49 8051 浦上 祐子 ウラカミ ユウコ 埼玉県 0:36:52
50 8034 大村 愛 オオムラ アイ 神奈川県 0:36:57
51 8004 越智 美穂 オチ ミホ 埼玉県 0:36:58
52 8003 馬場 永子 ババ ナガコ 東京都 0:36:58
53 8011 内野 睦美 ウチノ ムツミ 東京都 0:38:49
54 8039 上原 綾子 ウエハラ アヤコ 東京都 0:40:20
55 8032 稲葉 真子 イナバ マコ 東京都 0:47:31
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