
第55回 ベジタブルマラソン in 赤羽

順位 部門 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｲﾑ

1 女子40歳以上 4548 中村　沙知 1:25:48

2 女子18歳～39歳 4009 後藤 由 ゴトウ ユイ 1:27:17

3 女子18歳～39歳 4013 酒井 佑子 1:33:23

4 女子40歳以上 4549 中村 美雪 ナカムラ ミユキ 1:41:10

5 女子40歳以上 4522 細井 純子 ホソイ ジュンコ 1:41:19

6 女子40歳以上 4517 栗原　りえ子 ｸﾘﾊﾗ ﾘｴｺ 1:44:22

7 女子40歳以上 4523 坂本 亜季美 サカモト アキミ 1:44:48

8 女子18歳～39歳 4025 中田 絵梨子 1:45:44

9 女子18歳～39歳 4022 池下 早 イケシタ サキ 1:48:14

10 女子18歳～39歳 4031 矢口 朋恵 1:48:37

11 女子40歳以上 4545 大嶋 澄子 オオシマ スミコ 1:48:56

12 女子40歳以上 4514 久保田 かおる クボタ カオル 1:49:14

13 女子40歳以上 4535 植野 恵美子 ウエノ エミコ 1:49:34

14 女子18歳～39歳 4033 鈴木 美香 スズキ ミカ 1:49:40

15 女子40歳以上 4540 石川　隆子 ｲｼｶﾜ ﾀｶｺ 1:49:51

16 女子40歳以上 4527 小杉 右紀子 コスギ ユキコ 1:50:22

17 女子40歳以上 4505 稲垣 智子 1:52:07

18 女子40歳以上 4502 伊藤 京子 イトウ キョウコ 1:53:40

19 女子40歳以上 4515 桐渕 こずえ キリブチ コズエ 1:55:00

20 女子40歳以上 4520 高橋 牧子 タカハシ マキコ 1:56:03

21 女子18歳～39歳 4024 中村 有里恵 ナカムラ ユリエ 1:56:27

22 女子40歳以上 4564 宮澤 裕子 1:57:04

23 女子40歳以上 2525 中村 純子 ナカムラ ジュンコ 1:57:52

24 女子18歳～39歳 4019 村上 めぐみ ムラカミ メグミ 1:59:00

25 女子40歳以上 4538 清水　実絵 1:59:43

26 女子40歳以上 4542 前岡　月枝 ﾏｴｵｶ ﾂｷｴ 1:59:46

27 女子40歳以上 4506 曳地　奈々 2:01:36

28 女子18歳～39歳 4011 根本 杏奈 ネモト アンナ 2:01:44

29 女子40歳以上 4541 千田 奈々子 センダ ナナコ 2:03:25

30 女子40歳以上 4562 佐藤　八重子 2:04:24

31 女子40歳以上 4543 前川　奈穂子 ﾏｴｶﾜ ﾅﾎｺ 2:05:21

令和4年1月30日(日)

【種目】ハーフ女子総合

天候：晴れ　気温：3℃　湿度：59%　風速：1m/s  (8:00)
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32 女子40歳以上 4537 瀬在 倫子 2:05:23

33 女子40歳以上 4513 吉田 ひろみ ヨシダ ヒロミ 2:05:25

34 女子40歳以上 4518 幸丸 夕起 コウマル ユキ 2:05:49

35 女子40歳以上 4503 伊藤 幸枝 イトウ サチエ 2:06:07

36 女子18歳～39歳 4026 津田 まや ツダ マヤ 2:06:44

37 女子40歳以上 4528 小島 直子 コジマ ナオコ 2:07:31

38 女子40歳以上 4552 藤田 美和 フジタ ミワ 2:07:37

39 女子18歳～39歳 4012 山本 沙織 ヤマモト サオリ 2:11:15

40 女子40歳以上 4519 高橋 智子 タカハシ トモコ 2:11:40

41 女子40歳以上 4509 梶原 聡子 カジハラ サトコ 2:12:43

42 女子18歳～39歳 4017 石田 あずさ イシダ アズサ 2:13:25

43 女子40歳以上 4539 西山ゆかり 2:14:20

44 女子18歳～39歳 4004 久冨 珠理 ヒサトミ ジュリ 2:15:36

45 女子18歳～39歳 4002 遠藤 優 エンドウ ユウ 2:15:37

46 女子18歳～39歳 4032 林　弥生 ﾊﾔｼ ﾔﾖｲ 2:15:38

47 女子40歳以上 4553 繁田 典子 シゲタ ノリコ 2:15:45

48 女子18歳～39歳 4003 吉田 あゆみ ヨシダ アユミ 2:17:13

49 女子18歳～39歳 4027 内藤　美鈴 ﾅｲﾄｳ ﾐｽｽﾞ 2:17:50

50 女子40歳以上 4558 木部 真実 キベ マミ 2:18:07

51 女子40歳以上 4555 福田 茂美 2:18:42

52 女子40歳以上 4530 小林 優子 コバヤシ ユウコ 2:25:40

53 女子18歳～39歳 4010 江 郁衣 コウ イクエ 2:25:54

54 女子18歳～39歳 4008 後藤 あゆみ ゴトウ アユミ 2:28:37

55 女子40歳以上 4504 伊藤 理恵子 イトウ リエコ 2:36:35

56 女子40歳以上 4554 福西 美穂 フクニシ ミホ 2:40:01

57 女子40歳以上 4547 中村 恵 ナカムラ メグミ 2:48:18

58 女子18歳～39歳 4021 大久保　温子 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｺ 2:49:51
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