
白馬国際クラシック

12kmソロ女子

Print: 2022/09/04 15:28:30 1 / 3 ページ Official Timer & Result By RBS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ ⽒ 名 ⽒名(ｶﾅ) 都道府県名 所 属 記 録
1位 2592 薮上 恵 ﾔﾌﾞｶﾐ ﾒｸﾞﾐ 福井県 1:26:17
2位 14 松中 叶 ﾏﾂﾅｶ ｶﾉﾝ ⽩⾺村 クロス部 1:26:18
3位 2596 須堯 華 ｽｷﾞｮｳ ﾊﾅ ⽩⾺村 1:28:03
4位 2521 佐藤 春⾹ ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ⼤阪府 1:29:11
5位 19 松井 暖果 ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ ⽩⾺村 クロス部 1:30:03
6位 2570 中村 安⾥ ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾘ 富⼭県 1:30:56
7位 2504 豊⼭ ＹＡＭＵ陽⼦ ﾄﾖﾔﾏ ﾔﾑﾖｳｺ 東京都 1:32:45
8位 2597 ⾦⼦ あずさ ｶﾈｺ ｱｽﾞｻ 神奈川県 1:32:56
9位 2541 杉⼭ 玲⼦ ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｺ 東京都 1:33:35

10位 2533 ⼩倉 みちる ｵｸﾞﾗ ﾐﾁﾙ 三重県 1:35:07
11位 2554 ⼩原 ⾥穂 ｵﾊﾞﾗ ﾘﾎ 東京都 1:36:32
12位 2523 佐藤 千絵 ｻﾄｳ ﾁｴ 千葉県 1:36:53
13位 2552 ⽣⽥ 渓花 ｲｸﾀ ｹｲｶ 東京都 1:38:46
14位 2737 佐々⽊ 璃⼦ ｻｻｷ ﾘｺ ⽩⾺村 クロス部 1:39:18
15位 17 ⼭崎 真桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ ⽩⾺村 クロス部 1:39:24
16位 2600 宮澤 智⼦ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ ⻑野市 1:39:26
17位 2603 川⼝ 愛⼦ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｲｺ 愛知県 1:40:45
18位 2609 本間 さくら ﾎﾝﾏ ｻｸﾗ 群⾺県 1:41:19
19位 2567 ⼤牟⽥ 美奈⼦ ｵｵﾑﾀ ﾐﾅｺ 神奈川県 1:41:32
20位 2526 平岡 千春 ﾋﾗｵｶ ﾁﾊﾙ ⽩⾺村 1:41:41
21位 2593 ⻘⽊ 明⼦ ｱｵｷ ｱｷｺ 群⾺県 1:41:55
22位 2572 塩原 弥⽣ ｼｵﾊﾗ ﾔﾖｲ 埼⽟県 1:42:14
23位 2568 浅⾒ 友紀 ｱｻﾞﾐ ﾕｷ 東京都 1:42:19
24位 2622 村⽥ 恵 ﾑﾗﾀ ﾒｸﾞﾐ 埼⽟県 1:42:31
25位 2532 ⽯原 みのり ｲｼﾊﾗ ﾐﾉﾘ ⽩⾺村 1:42:56
26位 2586 岡本 かをる ｵｶﾓﾄ ｶｦﾙ 東京都 1:43:28
27位 2580 ⼤⻄ 知江⼦ ｵｵﾆｼ ﾁｴｺ 駒ヶ根市 1:43:35
28位 2620 離 晃⼦ ﾊﾅﾚ ｱｷｺ ⽯川県 1:45:08
29位 2591 丹下 慶⼦ ﾀﾝｹﾞ ｹｲｺ 東京都 1:45:33
30位 2617 宮崎 真⾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ 安曇野市 1:46:17
31位 2578 唐澤 理⼦ ｶﾗｻﾜ ｱﾔｺ 松本市 1:46:24
32位 2601 塚⽥ 操 ﾂｶﾀﾞ ﾐｻｦ 千葉県 1:48:45
33位 20 塩島 ゆめ ｼｵｼﾞﾏ ﾕﾒ ⽩⾺村 アルペン部 1:49:44
34位 2537 ⼩栗 怜弥 ｵｸﾞﾘ ｻﾄﾐ 埼⽟県 1:50:43
35位 2595 宝⽰⼾ 陽⼦ ﾎｳｼﾄﾞ ﾖｳｺ 東京都 1:50:52
36位 2584 ⽻川 奈央⼦ ﾊｶﾞﾜ ﾅｵｺ 東京都 1:51:10
37位 2560 星野 早希 ﾎｼﾉ ｻｷ 東京都 1:51:12
38位 2530 旭 亜耶 ｱｻﾋ ｱﾔ 愛知県 1:51:19
39位 2506 内藤 楓 ﾅｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ 埼⽟県 1:52:28
40位 2582 増⼭ 芽⾐ ﾏｽﾔﾏ ﾒｲ 東京都 1:53:24
41位 2573 広⾥ 友規⼦ ﾋﾛｻﾄ ﾕｷｺ 愛知県 1:55:10
42位 2511 遠藤 梨紗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ ⽩⾺村 1:56:59
43位 2539 河野 莉沙 ｺｳﾉ ﾘｻ 野沢温泉村 1:57:10
44位 2623 阿部 優⼦ ｱﾍﾞ ﾕｳｺ ⽩⾺村 1:57:18
45位 2624 ⼩野瀬 奈津季 ｵﾉｾ ﾅﾂｷ 東京都 1:58:28
46位 13 齋藤 京果 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ ⽩⾺村 クロス部 1:58:46
47位 2538 佐⽵ 知⼦ ｻﾀｹ ﾄﾓｺ 東京都 1:58:59
48位 2589 髙橋 こず恵 ﾀｶﾊｼ ｺｽﾞｴ 千葉県 1:59:25
49位 2513 ⻘⽊ 美由紀 ｱｵｷ ﾐﾕｷ ⽩⾺村 1:59:36
50位 2557 ⾼城 孝⼦ ﾀｶｷﾞ ﾀｶｺ 福井県 2:00:29
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51位 2512 ⼤⼭ 信⼦ ｵｵﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ 東京都 2:00:32
52位 2599 成⽥ りえ ﾅﾘﾀ ﾘｴ 東京都 2:01:22
53位 2575 衞藤 美緒 ｴﾄｳ ﾐｵ 安曇野市 2:02:19
54位 2522 ⼤塩 浩⼦ ｵｵｼｵ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:02:45
55位 2590 ⽊村 百合⼦ ｷﾑﾗ ﾕﾘｺ 東京都 2:03:01
56位 2619 横関 友⾹ ﾖｺｾﾞｷ ﾕｶ ⽯川県 2:04:03
57位 2598 加藤 温⼦ ｶﾄｳ ﾊﾙｺ 東京都 2:04:40
58位 2569 ⼭本 千絵 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ 愛知県 2:04:48
59位 2565 斎藤 暁⼦ ｻｲﾄｳ ｱｷｺ 東京都 2:05:00
60位 2611 牧野 ⼣⼦ ﾏｷﾉ ﾕｳｺ 東京都 2:06:01
61位 2563 ⼤森 瑠奈 ｵｵﾓﾘ ﾙﾅ ⽯川県 2:06:25
62位 2583 ⼩⾼ 郁⼦ ｺﾀﾞｶ ｲｸｺ 東京都 2:08:17
63位 2505 井桁 万実 ｲｹﾞﾀ ﾏﾐ 埼⽟県 2:08:59
64位 2607 伊藤 藍⼦ ｲﾄｳ ｱｲｺ 静岡県 2:09:27
65位 2502 佐藤 綺 ｻﾄｳ ｱﾔ 東京都 ガールフイナム 2:09:47
66位 2501 本間 千夏 ﾎﾝﾏ ﾁﾅﾂ 東京都 ガールフイナム 2:10:55
67位 2608 松崎 野乃花 ﾏﾂｻﾞｷ ﾉﾉｶ 東京都 2:12:02
68位 2534 松永 ⼗美 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾞｭﾐ ⼤阪府 2:13:14
69位 2517 ⾦⾇ 真希 ｶﾈﾏｽ ﾏｷ 神奈川県 2:14:51
70位 2527 佐藤 倫⼦ ｻﾄｳ ﾐﾁｺ 東京都 2:14:52
71位 2585 中村 亜希⼦ ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 京都府 2:15:21
72位 2548 筧 史 ｶｹﾋ ﾌﾐ 愛知県 2:15:23
73位 2535 新⽥ 祐美 ﾆｯﾀ ﾕﾐ 静岡県 2:15:34
74位 2594 須⽥ 理保⼦ ｽﾀﾞ ﾘﾎｺ 群⾺県 2:15:45
75位 2581 松島 こころ ﾏﾂｼﾏ ｺｺﾛ 東京都 2:16:01
76位 2547 久⽶ 絵美 ｸﾒ ｴﾐ 愛知県 2:16:12
77位 2588 中⼭ 貴⼦ ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｺ 東京都 2:16:19
78位 2558 杉浦 美智⼦ ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾁｺ 静岡県 2:16:31
79位 2612 畠⼭ 淳⼦ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾂｺ 埼⽟県 2:17:15
80位 2559 廣橋 由美⼦ ﾋﾛﾊｼ ﾕﾐｺ 東京都 2:17:22
81位 2566 ⾜⽴ みなみ ｱﾀﾞﾁ ﾐﾅﾐ 東京都 2:17:35
82位 2555 辻 佐和⼦ ﾂｼﾞ ｻﾜｺ ⼤阪府 2:17:38
83位 2587 佐藤 純⼦ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 2:17:46
84位 2613 佐藤 ⾥緒菜 ｻﾄｳ ﾘｵﾅ 東京都 2:18:00
85位 2508 辻本 美佐 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｻ 兵庫県 2:18:34
86位 2610 ⽮萩 ゆかり ﾔﾊｷﾞ ﾕｶﾘ ⽩⾺村 2:19:35
87位 2503 野村 浩美 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾐ 東京都 2:25:46
88位 2545 野澤 貴⼦ ﾉｻﾞﾜ ﾀｶｺ 東京都 2:33:40
89位 2507 ⼩池 由美 ｺｲｹ ﾕﾐ 東京都 ｓａｌｏｎｏｎ 2:36:24
90位 2519 北條 朋美 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓﾐ 東京都 2:36:48
91位 2546 若井 久美⼦ ﾜｶｲ ｸﾐｺ 愛知県 2:36:56
92位 2516 桑原 和恵 ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞｴ 兵庫県 2:38:40
93位 2509 吉⽥ 句理⼦ ﾖｼﾀﾞ ｸﾘｺ 東京都 2:39:05
94位 2551 ⼭⼝ 千佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶ 安曇野市 2:39:33
95位 2606 丸⼭ 陽菜 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾅ 埼⽟県 2:41:40
96位 2615 菅原 果穂 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾎ 埼⽟県 2:41:50
97位 2621 ⼩野 樹美 ｵﾉ ﾀﾂﾐ 愛知県 2:45:32
98位 2556 ⽊内 舞夏 ｷｳﾁ ﾏｲｶ 塩尻市 2:45:54
99位 2529 栗原 尚⼦ ｸﾘﾊﾗ ﾅｵｺ ⻑野市 2:52:54

100位 2520 菊地 万利⼦ ｷｸﾁ ﾏﾘｺ 神奈川県 2:54:17
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101位 2510 甲村 真由⼦ ｺｳﾑﾗ ﾏﾕｺ ⼤阪府 2:55:32
102位 2518 秋⼭ 美樹 ｱｷﾔﾏ ﾐｷ ⽩⾺村 2:59:49
103位 2544 奥⽥ 千春 ｵｸﾀﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県 3:02:11
104位 2549 ⾶永 智美 ﾄﾋﾞﾅｶﾞ ｻﾄﾐ 東京都 3:03:14
105位 2602 渡辺 とし⼦ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｺ 埼⽟県 3:04:30
106位 2561 守⽥ 悦⼦ ﾓﾘﾀ ｴﾂｺ 埼⽟県 3:04:31
107位 2542 多⽥ 五⽉ ﾀﾀﾞ ｻﾂｷ 神奈川県 3:09:15
108位 2571 真崎 智⾹⼦ ﾏｻｷ ﾁｶｺ ⼤阪府 3:14:37
108位 2576 鈴⽊ 久美⼦ ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ 東京都 3:14:37
110位 2605 丸⼭ 陽⼦ ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｺ 埼⽟県 3:15:12
111位 2536 百⾜ 淳⼦ ﾑｶﾃﾞ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 3:27:59
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