
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録

第21回奥熊野いだ天ウルトラマラソン 2019年4月28日

 100km女子20歳以上

所属氏名カナ 県名

106 出野　ひろみ 08:59:101 ﾃﾞﾉ ﾋﾛﾐ 大阪府

142 貴傳名　あゆみ 10:16:562 ｷﾃﾞﾅ ｱﾕﾐ 大阪府

360 石戸　敦子 10:28:303 ｲｼﾄﾞ ｱﾂｺ 兵庫県

93 上田　裕子 10:38:484 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｺ 大阪府

446 鈴木　夕希子 10:41:555 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 兵庫県

162 本田　史歩 11:00:536 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾎ 大阪府

459 角田　悦子 11:32:197 ﾂﾉﾀﾞ ｴﾂｺ 大阪府

263 鏑木　寿美子 11:49:168 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｽﾐｺ 大阪府

290 髙村　明子 11:50:099 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｺ 京都府

102 高城　眞裕美 11:50:2510 ﾀｶｼﾛ ﾏﾕﾐ 滋賀県

368 井上　克子 12:04:2211 ｲﾉｳｴ ﾖｼｺ 大阪府

532 山田　康代 12:07:0612 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾖ 愛知県

488 林　恵理香 12:10:2113 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 京都府

214 宮崎　綾子 12:11:2714 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 東京都

413 栗原　きよえ 12:12:4615 ｸﾘﾊﾗ ｷﾖｴ 埼玉県

71 久野　淳子 12:21:2416 ｸﾉ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

247 市川　歩 12:22:2317 ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 大阪府

485 長谷川　聖子 12:23:2718 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｺ 青森県

452 髙田　美由紀 12:26:4519 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾕｷ 奈良県

24 音野　いつ子 12:28:3820 ｵﾄﾉ ｲﾂｺ 大阪府

111 本登　範子 12:40:5021 ﾎﾝﾄ ﾉﾘｺ 愛知県

234 峯山　直子 12:46:5622 ﾐﾈﾔﾏ ﾅｵｺ 奈良県

169 延藤　智子 12:47:4923 ﾉﾌﾞﾄｳ ﾄﾓｺ 大阪府

218 矢部　幸子 12:50:2724 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ 徳島県

104 竹村　玲子 12:50:5025 ﾀｹﾑﾗ ﾚｲｺ 大阪府

434 塩﨑　慶子 12:51:4326 ｼｵｻﾞｷ ｹｲｺ 大阪府

408 木村　佐和 12:52:4127 ｷﾑﾗ ｻﾜ 兵庫県

423 小林　史恵 12:53:1028 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｴ 東京都

461 鴇田　紗織 12:55:0929 ﾄｷﾀ ｻｵﾘ 千葉県

134 遠藤　美紀子 12:59:1230 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 愛知県

441 城田　恵美 12:59:4431 ｼﾛﾀ ｴﾐ 愛知県

401 金川　まゆか 13:01:3832 ｶﾅｶﾞﾜ ﾏﾕｶ 兵庫県

152 田嶋　裕子 13:02:2533 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 大阪府

518 三吉　喜代子 13:03:0134 ﾐﾖｼ ｷﾖｺ 奈良県

131 受川　知代 13:06:0335 ｳｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾖ 兵庫県

416 小池　友恵 13:08:1336 ｺｲｹ ﾄﾓｴ 愛知県

193 糴川　可奈子 13:09:1637 ｾﾘｶﾜ ｶﾅｺ 大阪府

503 堀内　みゆき 13:14:1738 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｷ 大阪府

526 守谷　佳子 13:14:2939 ﾓﾘﾔ ﾖｼｺ 神奈川県

224 米田　典子 13:17:2440 ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾘｺ 奈良県

202 中村　悦子 13:18:5741 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｺ 愛知県

376 岩下　美保 13:19:5942 ｲﾜｼﾀ ﾐﾎ 神奈川県

510 松川　知代 13:24:0043 ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾖ 徳島県

208 半田　祐子 13:25:5144 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳｺ 大阪府

268 萱野　真理子 13:26:1845 ｶﾔﾉ ﾏﾘｺ 奈良県

120 中尾　由佳 13:28:5346 ﾅｶｵ ﾕｶ 和歌山県

232 土肥　昭代 13:30:4547 ﾄﾞﾋ ｱｷﾖ 三重県

241 横矢　由里 13:31:5448 ﾖｺﾔ ﾕﾘ 和歌山県

44 藤岡　智美 13:37:1349 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 和歌山県

490 原谷　京子 13:38:1550 ﾊﾗﾀﾆ ｷｮｳｺ 兵庫県

Timing & Result By 計測工房



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録

第21回奥熊野いだ天ウルトラマラソン 2019年4月28日

 100km女子20歳以上

所属氏名カナ 県名

418 小嶋　美音 13:38:5751 ｺｼﾞﾏ ﾐﾈ 大阪府

239 新川　みのり 13:39:3752 ｼﾝｶﾜ ﾐﾉﾘ 和歌山県

373 岩井　紀子 13:40:0253 ｲﾜｲ ﾉﾘｺ 愛知県

125 飯田　真寿美 13:40:3154 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 奈良県

69 神田　美子 13:41:3655 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｺ 和歌山県

397 片山　理子 13:42:2356 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｺ 大阪府

475 西　香織 13:43:0657 ﾆｼ ｶｵﾘ 三重県

293 土道　久美子 13:43:2058 ﾂﾁﾐﾁ ｸﾐｺ 広島県

370 今津　梨香 13:46:0959 ｲﾏﾂﾞ ﾘｶ 大阪府

433 佐藤　千夏 13:46:2260 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 愛知県

62 平尾　佐和子 13:47:1361 ﾋﾗｵ ｻﾜｺ 京都府

287 惣司　亮子 13:47:1462 ｿｳﾂｶ ｱｷｺ 京都府

507 真砂　淑子 13:47:1563 ﾏｻｺﾞ ﾖｼｺ 愛知県

135 大羽　智恵美 13:49:3064 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ 愛知県

395 笠野　仁美 13:53:3065 ｶｻﾉ ﾋﾄﾐ 和歌山県

319 村上　知恵美 13:54:5366 ﾑﾗｶﾐ ﾁｴﾐ 三重県

187 嶋田　寿美 13:54:5467 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾐ 愛知県

95 片山　明子 13:59:4468 ｶﾀﾔﾏ ｱｷｺ 兵庫県

79 牧田　裕子 14:02:5769 ﾏｷﾀ ﾕｳｺ 愛知県

428 榊原　敬子 14:03:1370 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹｲｺ 愛知県

316 光村　文江 14:04:4771 ﾐﾂﾑﾗ ﾌﾐｴ 大阪府

146 佐野　佐江子 14:06:0272 ｻﾉ ｻｴｺ 大阪府

41 石原　めぐみ 14:09:2173 ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 大阪府

347 藤野　富巳 14:11:0174 ﾌｼﾞﾉ ﾌﾐ 大阪府

346 藤枝　久美子 14:11:0175 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｸﾐｺ 奈良県

449 関根　ゆかり 14:11:4176 ｾｷﾈ ﾕｶﾘ 東京都

159 福田　珠己 14:17:0877 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾏﾐ 京都府

112 箕西　和佳子 14:17:4578 ﾐﾉﾆｼ ﾜｶｺ 和歌山県

4 花村　千恵 14:17:5779 ﾊﾅﾑﾗ ﾁｴ 和歌山県

340 杉岡　則子 14:19:3180 ｽｷﾞｵｶ ﾉﾘｺ 兵庫県

9 江刺家　雅子 14:28:0881 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ 東京都

42 廣瀬　稚保子 14:28:3582 ﾋﾛｾ ﾁﾎｺ 和歌山県

55 井澗　奈津子 14:28:3583 ｲﾀﾆ ﾅﾂｺ 和歌山県

82 松本　晶子 14:28:4484 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 大阪府

333 上田　恵 14:28:5585 ｳｴﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

220 山下　架代子 14:33:3686 ﾔﾏｼﾀ ｶﾖｺ 大阪府
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