
- 2019京都丹波ロードレース大会 -

27部　女子10ｋｍ40～49歳
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3

スタート： 11:05:00

 丹波自然運動公園

京都丹波ロードレース大会実行委員会 

36分58秒1 田中 美香4449 三田ＡＸﾀﾅｶ ﾐｶ

43分03秒2 河合 多香子4474 ｶﾜｲ ﾀｶｺ

50分29秒3 粟津 善栄4433 ｱﾜﾂﾞ ﾖｼｴ

50分48秒4 大谷 洋子4401 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｺ

51分20秒5 土井 玲奈4477 ﾄﾞｲ ﾚﾅ

51分21秒6 藤原 真理4448 すたこらドンﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾘ

51分28秒7 石原 理恵子4457 ｲｼﾊﾗ ﾘｴｺ

51分47秒8 塩見 裕子4431 ｼｵﾐ ﾋﾛｺ

52分18秒9 櫛田 知実4426 ｸｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ

52分58秒10 加畑　亜希子4453 ｶﾊﾞﾀ ｱｷｺ

53分08秒11 中川　和子4459 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ

53分37秒12 西尾 まゆ4415 ﾆｼｵ ﾏﾕ

53分54秒13 依田 尚美4444 火曜御所走る会ﾖﾀﾞ ﾅｵﾐ

54分55秒14 住村 知美4432 ｽﾐﾑﾗ ｻﾄﾐ

55分10秒15 高祖 知寿4420 ｺｳｿ ﾁｽﾞ

55分40秒16 船越 美千代4405 ﾌﾅｺｼ ﾐﾁﾖ

55分50秒17 出島　理恵4412 ﾃﾞｼﾞﾏ ﾘｴ

57分03秒18 振原 玲子4476 あかしや陸上クラブﾌﾘﾊﾗ ﾚｲｺ

57分07秒19 小林　恵津子4460 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂｺ

57分08秒20 金山 香織4462 ｶﾅﾔﾏ ｶｵﾘ

57分17秒21 松島 るり子4421 ﾏﾂｼﾏ ﾙﾘｺ

57分24秒22 梶本　由美子4436 ｶｼﾞﾓﾄ ﾕﾐｺ

57分24秒23 俵　敦子4429 ﾀﾜﾗ ｱﾂｺ

57分31秒24 中村 美穂4475 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ

57分42秒25 松田 桃子4456 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｺ

58分26秒26 望月 潤美4451 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｽﾐ

58分40秒27 高尾 久実4434 ﾀｶｵ ｸﾐ

58分45秒28 河合 志朱子4425 ｶﾜｲ ｼｽﾞｺ

58分50秒29 有馬 純子4422 ｱﾘﾏ ｼﾞｭﾝｺ

58分58秒30 寺西 千江子4469 ﾃﾗﾆｼ ﾁｴｺ

59分04秒31 能塒　仁美4468 ﾉﾄ ﾋﾄﾐ

59分17秒32 野崎 史子4441 ﾉｻﾞｷ ﾌﾐｺ

1時間00分59秒33 渡部 恵美4463 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ

1時間01分01秒34 巽 智美4417 ﾀﾂﾐ ﾄﾓﾐ

1時間01分01秒35 大西 雅子4442 チーム　ひまわりｵｵﾆｼ ﾏｻｺ

1時間01分18秒36 植野 優子4438 ｳｴﾉ ﾕｳｺ

1時間01分35秒37 北口 智子4471 ｷﾀｸﾞﾁ ﾄﾓｺ

1時間02分27秒38 石田 由美4446 ｲｼﾀﾞ ﾕﾐ

1時間02分39秒39 谷口　裕美4478 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾐ

1時間02分41秒40 森永 桂子4411 ﾓﾘﾅｶﾞ ｹｲｺ

1時間02分42秒41 田原　奈緒美4472 ﾀﾊﾗ ﾅｵﾐ

1時間03分08秒42 山田　千春4458 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾊﾙ

1時間03分25秒43 野村　由香子4450 ﾉﾑﾗ ﾕｶｺ

1時間03分59秒44 竹村　幸江4464 ﾀｹﾑﾗ ｻﾁｴ

1時間04分20秒45 吉岡 陽子4416 ﾖｼｵｶ ﾖｳｺ

1時間04分21秒46 松永 美智子4428 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾁｺ

1時間04分34秒47 土肥　まゆみ4454 ﾄﾞｲ ﾏﾕﾐ

1時間04分39秒48 林　京4437 ﾊﾔｼ ﾐﾔｺ

1時間05分14秒49 大塚 のぞみ4427 大塚ファミリーｵｵﾂｶ ﾉｿﾞﾐ

1時間05分18秒50 中川　梨花4452 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｶ
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1時間05分25秒51 谷口　佳子4423 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｺ

1時間06分29秒52 畑野 美里4413 何北５２～５３ﾊﾀﾉ ﾐｻﾄ

1時間06分49秒53 上田 利江子4455 ブルーミングｳｴﾀﾞ ﾘｴｺ

1時間06分52秒54 石黒 美樹4407 ｲｼｸﾞﾛ ﾐｷ

1時間09分27秒55 高橋 光代4435 高正工務店ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾖ

1時間09分35秒56 横田 公余4404 飯野小児科内科医院ﾖｺﾀ ｷﾐﾖ

1時間10分12秒57 藤原 律子4414 何北５２－５３ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾂｺ

1時間11分09秒58 品村 信代4445 火曜夜御所走る会ｼﾅﾑﾗ ﾉﾌﾞﾖ

1時間13分28秒59 篠原 栄梨奈4418 ｼﾉﾊﾗ ｴﾘﾅ

1時間13分45秒60 小笠原 久美子4406 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｸﾐｺ

1時間14分57秒61 岩下 ゆかり4473 ｲﾜｼﾀ ﾕｶﾘ

1時間15分11秒62 西川 麻衣子4465 ﾆｼｶﾜ ﾏｲｺ

1時間17分01秒63 山本 美幸4424 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ

1時間17分13秒64 小泉 聖子4403 ２９ＭＦＫｺｲｽﾞﾐ ｻﾄｺ

1時間17分25秒65 西村 真紀4461 ﾆｼﾑﾗ ﾏｷ

1時間19分23秒66 篠塚　美穂4466 ｼﾉﾂﾞｶ ﾐﾎ

1時間23分43秒67 大島 邦子4408 ｵｵｼﾏ ｸﾆｺ

1時間24分47秒68 安宅　純子4430 ｱﾀｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間26分36秒69 金村 浩美4440 ｶﾈﾑﾗ ﾋﾛﾐ
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