
第22回　山香エビネマラソン大会第22回　山香エビネマラソン大会第22回　山香エビネマラソン大会第22回　山香エビネマラソン大会 2019/04/28順位 氏名 カナ 記録ゼッケン 所属クラブ28) ハーフ 一般女子40歳以上1 1675 内田　典子 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾘｺ 01:33:312 1621 中野　しのぶ ﾅｶﾉ ｼﾉﾌﾞ 01:35:44北九州ランステ3 1601 吉田　知子 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 01:38:45本城ながたＪＣ4 1652 友田　麻子 ﾄﾓﾀﾞ ﾏｺ 01:38:455 1680 安田　亜希 ﾔｽﾀﾞ ｱｷ 01:40:556 1602 筒井　貴子 ﾂﾂｲ ﾀｶｺ 01:43:057 1651 花田　りか子 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｶｺ 01:46:15北九州ＲｉＣ8 1638 青山　陽子 ｱｵﾔﾏ ﾖｳｺ 01:48:13チームアオヤマ9 1622 堺　朋子 ｻｶｲ ﾄﾓｺ 01:48:4610 1613 土井　美幸 ﾄﾞｲ ﾐﾕｷ 01:48:4811 1661 長尾　佳代 ﾅｶﾞｵ ｶﾖ 01:49:12山口ランネット12 1660 柴尾　祐子 ｼﾊﾞｵ ﾕｳｺ 01:49:50ＬＡＣ13 1674 園田　有美子 ｿﾉﾀﾞ ﾕﾐｺ 01:50:4314 1656 大倉　由希子 ｵｵｸﾗ ﾕｷｺ 01:50:5515 1653 安藤　葉子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ 01:51:20ビーライン16 1667 荒牧　あかね ｱﾗﾏｷ ｱｶﾈ 01:51:4517 1625 米田　奈々恵 ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｴ 01:56:5418 1619 湯浅　由紀 ﾕｱｻ ﾕｷ 01:56:58北九州ランステ19 1626 弥吉　京子 ﾔﾖｼ ｷｮｳｺ 01:57:0820 1635 村井　由紀 ﾑﾗｲ ﾕｷ 02:00:02ＬＡＣ21 1698 栗山　知子 ｸﾘﾔﾏ ﾄﾓｺ 02:00:0822 1634 岩下　貴子 ｲﾜｼﾀ ﾀｶｺ 02:01:2623 1696 彦田　純子 ﾋｺﾀ ｼﾞｭﾝｺ 02:01:57障がい者基幹相談支援センター24 1693 松井　富士美 ﾏﾂｲ ﾌｼﾞﾐ 02:02:1425 1610 小手田　るい子 ｺﾃﾀﾞ ﾙｲｺ 02:02:1826 1689 熊谷　千香代 ｸﾏｶﾞｲ ﾁｶﾖ 02:03:0127 1649 奥井　美由紀 ｵｸｲ ﾐﾕｷ 02:04:0428 1645 倉方　慶子 ｸﾗｶﾀ ｹｲｺ 02:04:1029 1623 井上　和美 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾐ 02:04:28ＬＡＣ30 1686 和田　紫央里 ﾜﾀﾞ ｼｵﾘ 02:04:56いもむし～ず31 1647 矢上　信恵 ﾔｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｴ 02:05:47ビーライン長崎まらそん部32 1690 竹本　洋子 ﾀｹﾓﾄ ﾖｳｺ 02:05:50主夫33 1639 澤木　智美 ｻﾜｷ ｻﾄﾐ 02:06:00くーみん34 1669 鈴木　博子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 02:06:00ＬＡＣ35 1637 大庭　邦子 ｵｵﾊﾞ ｸﾆｺ 02:06:1236 1644 楠元　由紀 ｸｽﾓﾄ ﾕｷ 02:06:1837 1627 米田　夕衣子 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｲｺ 02:08:1238 1631 福冨　幸子 ﾌｸﾄﾐ ｻﾁｺ 02:08:1339 1673 村上　千夏 ﾑﾗｶﾐ ﾁｶ 02:08:4540 1604 藤崎　恵実 ﾌｼﾞｻｷ ｴﾐ 02:09:33境川学童ちびっこクラブ41 1620 前島　美穂 ﾏｴｼﾞﾏ ﾐﾎ 02:10:14オールドリバー42 1611 松嵜　佳子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｼｺ 02:10:29松嵜材木店43 1614 安岡　佐奈江 ﾔｽｵｶ 02:11:3744 1691 井上　律子 ｲﾉｳｴ ﾘﾂｺ 02:13:2945 1630 阿部　美香 ｱﾍﾞ ﾐｶ 02:14:5346 1664 内山　信子 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ 02:16:01ビーライン長崎まらそん部47 1609 井元　和美 ｲﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 02:16:41ゆう鍼灸院48 1659 二宮　京子 ﾆﾉﾐﾔ ｷｮｳｺ 02:17:33オレンジボール49 1685 小深田　智子 ｺﾌﾞｶﾀ ﾄﾓｺ 02:17:55さくら病院50 1629 渡邊　尚子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｺ 02:19:19print :2019/04/28 13:34:38 38/39 ページTimed by　アイサム



第22回　山香エビネマラソン大会第22回　山香エビネマラソン大会第22回　山香エビネマラソン大会第22回　山香エビネマラソン大会 2019/04/28順位 氏名 カナ 記録ゼッケン 所属クラブ28) ハーフ 一般女子40歳以上51 1668 堂前　智子 ﾄﾞｳﾏｴ ﾄﾓｺ 02:19:3852 1700 田口　尚美 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 02:19:5453 1628 芥川　めぐみ ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 02:21:1854 1612 坪井　加代子 ﾂﾎﾞｲ ｶﾖｺ 02:22:0255 1697 龍　仁美 ﾘｭｳ ﾋﾄﾐ 02:22:21ルネサンス大橋春日56 1699 内木　しま ﾅｲｷ ｼﾏ 02:24:1457 1606 山家　小百合 ﾔﾏｶﾞ ｻﾕﾘ 02:24:3658 1646 深川　信子 ﾌｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 02:25:2159 1679 左藤　佳恵 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 02:27:28木下陸上部60 1624 千々和　千枝 ﾁﾁﾞﾜ ﾁｴ 02:29:06ランザローテ61 1608 田中　翠 ﾀﾅｶ ﾐﾄﾞﾘ 02:30:0462 1633 大休寺　順子 ﾀﾞｲｷｭｳｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ 02:30:54曽於市63 1655 清家　恵子 ｾｲｹ ｹｲｺ 02:31:14南レク64 1643 采野　知子 ｳﾈﾉ ﾄﾓｺ 02:31:20北九州ランステ65 1657 山口　裕子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 02:31:33北九州ランステ66 1632 長谷川　典子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 02:31:3967 1666 山中　雅美 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾐ 02:31:48北九州ランニングステーション68 1617 入学　みち子 ﾆｭｳｶﾞｸ ﾐﾁｺ 02:35:4369 1670 臼杵　浩美 ｳｽｷ ﾋﾛﾐ 02:36:4370 1605 荒金　通子 ｱﾗｶﾈ ﾐﾁｺ 02:38:02別府大学71 1615 佐藤　恵子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 02:38:28ＥＣランナーズ72 1636 松田　千賀子 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｶｺ 02:38:5373 1665 飛田　雅代 ﾋﾀﾞ ﾏｻﾖ 02:39:16ゆたか公司74 1688 切通　大子 ｷﾘﾄﾞｵｼ ﾋﾛｺ 02:39:3475 1607 谷口　美樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｷ 02:42:1076 1683 伊勢　美津子 ｲｾ ﾐﾂｺ 02:42:2377 1648 村山　智子 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓｺ 02:44:3378 1676 堀川　久実 ﾎﾘｶﾜ ｸﾐ 02:47:1479 1682 坂本　博美 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 02:47:3380 1654 比留澤　美穂 ﾋﾙｻﾞﾜ ﾐﾎ 02:58:19ビーライン長崎まらそん部
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