
- 2019京都丹波ロードレース大会 -

57部　女子3ｋｍ高校生～49歳
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3

スタート： 10:20:00

 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 

13分37秒1 森川　裕子7757 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｺ

13分57秒2 片山 舞乃7720 ｶﾀﾔﾏ ﾏｲﾉ

13分57秒3 上田　玲渚7773 ｳｴﾀﾞ ﾚﾅ

14分18秒4 藤井　千晶7781 ﾌｼﾞｲ ﾁｱｷ

14分22秒5 山本　萌子7772 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｺ

14分57秒6 大継　琴美7721 ｵｵﾂｸﾞ ｺﾄﾐ

15分06秒7 杉村 香奈子7741 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾅｺ

15分12秒8 水谷 珠美7718 ＭＲＣﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾏﾐ

15分23秒9 井上　真美子7742 ｲﾉｳｴ ﾏﾐｺ

15分27秒10 人見　裕子7726 ﾋﾄﾐ ﾋﾛｺ

15分32秒11 谷口 広子7724 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｺ

15分34秒12 松尾 麻美7753 ﾏﾂｵ ｱｻﾐ

15分38秒13 小嶋 美恵子7770 ｺｼﾞﾏ ﾐｴｺ

15分40秒14 笠見 良美7766 ｶｻﾐ ﾖｼﾐ

15分41秒15 西本 光子7708 ﾆｼﾓﾄ ﾐﾂｺ

15分48秒16 西村　智子7782 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｺ

16分14秒17 西條 恵美7725 ｻｲｼﾞｮｳ ｴﾐ

16分15秒18 辻田　陽子7786 ﾂｼﾞﾀ ﾖｳｺ

16分19秒19 平田　彩南7743 ﾋﾗﾀ ｱﾔﾐ

16分39秒20 田辺 裕季子7763 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ

16分46秒21 籔田 佳那子7771 ﾔﾌﾞﾀ ｶﾅｺ

17分15秒22 倉冨　めぐみ7785 ｸﾗﾄﾐ ﾒｸﾞﾐ

17分18秒23 濱崎 真琴7705 ﾊﾏｻｷ ﾏｺﾄ

17分24秒24 川勝 富美代7731 ｶﾜｶﾂ ﾌﾐﾖ

17分45秒25 吉岡　晃代7783 ﾖｼｵｶ ﾃﾙﾖ

17分54秒26 安井 芳美7722 ﾔｽｲ ﾖｼﾐ

17分54秒27 小畑 麻衣子7729 ｺﾊﾀ ﾏｲｺ

18分06秒28 井上　正美7723 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ

18分08秒29 川崎 琳7707 ｶﾜｻｷ ﾘﾝ

18分13秒30 瀨渡　麻希子7760 京滋ヤクルト販売㈱園部センｾﾄﾞ ﾏｷｺ

18分18秒31 藤中　美加7769 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐｶ

18分20秒32 吉田　智香子7716 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶｺ

18分24秒33 竹下　明穂7776 JA京都　福知山支店ﾀｶｼﾀ ｱｷﾎ

18分25秒34 笹尾 実沙妃7747 ｻｻｵ ﾐｻｷ

18分31秒35 須山 雅子7704 ｽﾔﾏ ﾏｻｺ

18分49秒36 中井　てるみ7750 JA京都ﾅｶｲ ﾃﾙﾐ

18分53秒37 松尾　恵美7754 ﾏﾂｵ ｴﾐ

18分54秒38 八木 有美7739 ﾔｷﾞ ﾕﾐ

18分59秒39 岩田　麻喜7733 ｲﾜﾀ ﾏｷ

19分11秒40 川井　綾子7774 ｶﾜｲ ｱﾔｺ

19分15秒41 鈴木 薫7775 ◆チームすずき◆ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ

19分16秒42 仲 麻実7746 ﾅｶ ｱｻﾐ

19分28秒43 片山 博美7719 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾐ

19分32秒44 松冨　裕子7737 ﾏﾂﾄﾐ ﾋﾛｺ

19分34秒45 大槻 理恵7779 ｵｵﾂｷ ﾘｴ

19分48秒46 山内 歌子7706 ﾔﾏｳﾁ ｳﾀｺ

19分50秒47 堀 佳恵7738 ﾎﾘ ﾖｼｴ

20分02秒48 玉井 美佳7744 チーム冴太郎ﾀﾏｲ ﾐｶ

20分12秒49 平井 かおり7761 ﾋﾗｲ ｶｵﾘ

20分16秒50 松村　美穂7734 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾎ
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20分16秒51 賣間　寛子7740 チームくりたｳﾙﾏ ﾋﾛｺ

20分20秒52 長島　貴子7730 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｺ

20分24秒53 谷　実穂7711 ﾀﾆ ﾐﾎ

20分32秒54 田中　久美子7758 JA京都ﾀﾅｶ ｸﾐｺ

20分44秒55 前田 妙7703 ﾏｴﾀﾞ ﾀｴ

20分46秒56 勝山 敦子7732 ｶﾂﾔﾏ ｱﾂｺ

20分58秒57 栗田　裕美子7745 ｸﾘﾀ ﾕﾐｺ

21分04秒58 大月　かおり7755 すたこらDONｵｵﾂｷ ｶｵﾘ

21分09秒59 天野 秀美7752 天野会ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞﾐ

21分16秒60 松村　智香7759 JA京都ﾑﾂﾑﾗ ﾄﾓｶ

21分16秒61 下村　真心7756 ｼﾓﾑﾗ ｺｺﾛ

21分24秒62 長門 映里7715 日新電機株式会社ﾅｶﾞﾄ ｴﾘ

21分31秒63 丸國　美香7749 ﾏﾙｸﾆ ﾐｶ

21分38秒64 鍛冶 真由美7748 ｶｼﾞ ﾏﾕﾐ

21分43秒65 村田 由美7762 ﾑﾗﾀ ﾕﾐ

21分47秒66 堂本　佳世7710 ﾄﾞｳﾓﾄ ｶﾖ

22分00秒67 辰島 絵美7778 ハラザップﾀﾂｼﾏ ｴﾐ

22分02秒68 城山 美和7765 ｼﾞｮｳﾔﾏ ﾐﾜ

22分26秒69 上田　恵子7727 ケアセンター回生ｳｴﾀﾞ ｹｲｺ

22分40秒70 田井　章子7717 ﾀｲ ｱｷｺ

23分21秒71 今井　敦子7780 ｲﾏｲ ｱﾂｺ

23分24秒72 上田　恭子7728 洛西ふれあいの里ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺ

24分22秒73 山端　亜耶子7777 スタコラドンﾔﾏﾊﾅ ｱﾔｺ

24分23秒74 能勢 博子7768 ﾉｾ ﾋﾛｺ

24分37秒75 奥田　恵理7764 ｵｸﾀﾞ ｴﾘ

24分56秒76 辻 佳織7702 ﾂｼﾞ ｶｵﾘ

25分16秒77 福田　悠7784 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ

30分34秒78 竹形　幸樹7751 JA京都ﾀｹｶﾞﾀ ﾕｷ
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