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69 高橋　寿恵 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｴ  0:19:391 神奈川県

118 小林　巳桂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ  0:20:002 神奈川県

62 属　美緒 ｻｯｶ ﾐｵ  0:21:123 静岡県

96 本郷　真有子 ﾎﾝｺﾞｳ ﾏﾕｺ  0:21:264 千葉県

29 齋藤　絢香 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ  0:21:375 埼玉県

86 坂口　美里 ｻｶｸﾞﾁ ﾐｻﾄ  0:21:476 静岡県

90 鴨下　真紀子 ｶﾓｼﾀ ﾏｷｺ  0:22:187 東京都

75 小原　綾乃 ｵﾊﾞﾗ ｱﾔﾉ  0:22:268 東京都

77 内田　真美 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾐ  0:22:429 千葉県

93 西澤　ゆかり ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｶﾘ  0:22:5210 長野県

72 山崎　香奈絵 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾅｴ  0:23:5911 埼玉県

35 井出　弥穂子 ｲﾃﾞ ﾐﾎｺ  0:24:2512 神奈川県

3 小林　花織 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ  0:24:3313 千葉県

84 柴田　志津香 ｼﾊﾞﾀ ｼﾂﾞｶ  0:24:5614 神奈川県

319 菊　薫子 ｷｸ ｶｵﾙｺ  0:25:1215 東京都

30 市来　小弓 ｲﾁｷ ｻﾕﾐ  0:25:1716 東京都

114 山上　良子 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾖｼｺ  0:25:1817 千葉県

262 神保　英里 ｼﾞﾝﾎﾞ ｴﾘ  0:25:2618 千葉県

52 橋村　智美 ﾊｼﾑﾗ ﾄﾓﾐ  0:25:3519 神奈川県

119 桂城　涼子 ｶﾂﾗｷﾞ ﾘｮｳｺ  0:25:5320 神奈川県

130 小槻　有菜 ｵﾂｷ ｱﾘﾅ  0:25:5521 埼玉県

60 山根　陽子 ﾔﾏﾈ ﾖｳｺ  0:26:1322 東京都

111 堀　友実 ﾎﾘ ﾄﾓﾐ  0:26:3123 兵庫県

48 横山　えみ ﾖｺﾔﾏ ｴﾐ  0:26:3724 神奈川県

56 福田　綾子 ﾌｸﾀﾞ ｱﾔｺ  0:26:4125 東京都

59 田中　美矢 ﾀﾅｶ ﾐﾔ  0:26:4526 神奈川県

221 登山　沙代 ﾄﾔﾏ ｻﾖ  0:26:5027 埼玉県

229 田口　真喜子 ﾀｸﾞﾁ ﾏｷｺ  0:27:1028 埼玉県

28 谷津　久美子 ﾔﾂ ｸﾐｺ  0:27:1829 神奈川県

71 川島　訓代 ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾖ  0:27:2230 東京都

117 山本　沙代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾖ  0:27:2531 岐阜県

97 笠井　由紀 ｶｻｲ ﾕｷ  0:27:2532 東京都

32 土屋　真理 ﾂﾁﾔ ﾏﾘ  0:27:2833 東京都

168 高橋　志保 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ  0:27:3334 宮城県

38 吉田　光江 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｴ  0:27:3635 東京都

65 松田　三能 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾖｼ  0:27:3936 東京都

57 森橋　寿江 ﾓﾘﾊｼ ｶｽﾞｴ  0:27:4037 千葉県

115 山口　絵里奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘﾅ  0:27:4238 高知県

120 荒瀬　智子 ｱﾗｾ ﾄﾓｺ  0:27:5239 東京都

210 大胡　縁 ｵｵｺﾞ ﾕｶﾘ  0:27:5240 東京都

70 坂本　友香 ｻｶﾓﾄ ﾕｶ  0:27:5641 東京都

95 杉浦　麻衣 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｲ  0:27:5742 神奈川県

259 小川　美波 ｵｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ  0:27:5843 千葉県

109 小松　千亜紀 ｺﾏﾂ ﾁｱｷ  0:28:0244 山梨県

112 西塚　詠子 ﾆｼﾂﾞｶ ｴｲｺ  0:28:0845 東京都

392 荒川　由理加 ｱﾗｶﾜ ﾕﾘｶ  0:28:1246 東京都

88 木本　紀子 ｷﾓﾄ ﾉﾘｺ  0:28:2847 東京都

49 谷貝　麻美 ﾔｶﾞｲ ﾏﾐ  0:28:3148 神奈川県

87 沼田　美紀 ﾇﾏﾀ ﾐｷ  0:28:3349 東京都

123 河内　里佳 ｶﾜｳﾁ ﾘｶ  0:28:4050 埼玉県

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

RunGirl★Night vol.8 2017年9月9日

5kmラン

県名

89 森島　愛弥子 ﾓﾘｼﾏ ｴﾐｺ  0:28:4351 東京都

110 村山　有紀 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｷ  0:28:4352 千葉県

376 杉山　百恵 ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾓｴ  0:28:4453 神奈川県

4 久保　奈津美 ｸﾎﾞ ﾅﾂﾐ  0:28:4754 東京都

20 大里　莉楠 ｵｵｻﾄ ﾘﾅ  0:28:5555 東京都

395 初音 ﾊﾂﾈ  0:28:5656
131 永澤　真美 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏﾐ  0:29:0157 神奈川県

296 染谷　佐智代 ｿﾒﾔ ｻﾁﾖ  0:29:0258 埼玉県

150 吉田　有里 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘ  0:29:0859 神奈川県

292 藤森　さやか ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔｶ  0:29:0960 東京都

208 有馬　恵子 ｱﾘﾏ ｹｲｺ  0:29:1161 神奈川県

17 角田　あかね ﾂﾉﾀﾞ ｱｶﾈ  0:29:1862 東京都

252 真下　亜沙子 ﾏｼﾓ ｱｻｺ  0:29:2063 東京都

64 梅島　麻木 ｳﾒｼﾞﾏ ﾏｷ  0:29:2264 神奈川県

61 斉藤　友子 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ  0:29:2665 東京都

83 宍倉　めぐみ ｼｼｸﾗ ﾒｸﾞﾐ  0:29:2766 東京都

359 石橋　明佳 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｶ  0:29:2967 東京都

182 村松　幹予 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｷﾖ  0:29:3068 東京都

214 福島　恭子 ﾌｸｼﾏ ｷｮｳｺ  0:29:3469 神奈川県

308 中田　文紀子 ﾅｶﾀ ﾌｷｺ  0:29:3570 東京都

310 泉　聖恵 ｲｽﾞﾐ ｷﾖｴ  0:29:3771 東京都

14 藤本　諒子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｺ  0:29:3972 神奈川県

101 勝俣　まゆみ ｶﾂﾏﾀ ﾏﾕﾐ  0:29:4473 東京都

125 城津　志穂 ｷﾂﾞ ｼﾎ  0:29:4574 東京都

218 佐々木　美和子 ｻｻｷ ﾐﾜｺ  0:29:4975 埼玉県

250 阿部　教子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ  0:29:5076 東京都

186 石井　美穂 ｲｼｲ ﾐﾎ  0:29:5077 神奈川県

179 久間　有里子 ｸﾏ ﾕﾘｺ  0:29:5178 千葉県

313 宝谷　千代 ﾎｳﾀﾆ ﾁﾖ  0:29:5279 東京都

102 佐々木　かほる ｻｻｷ ｶｵﾙ  0:29:5280 東京都

204 宮本　明子 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷｺ  0:29:5281 東京都

360 山口　菜摘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ  0:29:5382 東京都

297 竹田　梢 ﾀｹﾀﾞ ｺｽﾞｴ  0:29:5583 東京都

287 篠原　尚子 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｺ  0:29:5584 埼玉県

80 藤間　純子 ﾌｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ  0:29:5785 静岡県

336 鈴木　彩夏 ｽｽﾞｷ ｻｲｶ  0:29:5886 埼玉県

311 吉田　保奈美 ﾖｼﾀﾞ ﾎﾅﾐ  0:30:0187 東京都

294 百地　佳代 ﾓﾓﾁ ｶﾖ  0:30:0488 東京都

129 青島　さやか ｱｵｼﾏ ｻﾔｶ  0:30:0689 千葉県

272 小川　智子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ  0:30:0690 神奈川県

78 福島　敦子 ﾌｸｼﾏ ｱﾂｺ  0:30:0791 静岡県

128 原田　憲子 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘｺ  0:30:0992 千葉県

149 宮澤　真希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｷ  0:30:0993 東京都

1001 佐藤　千晶 ｻﾄｳ ﾁｱｷ  0:30:2294
105 高橋　暁子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ  0:30:2495 東京都

157 齋藤　佳代 ｻｲﾄｳ ｶﾖ  0:30:2596 東京都

286 鈴木　久米子 ｽｽﾞｷ ｸﾒｺ  0:30:3297 千葉県

152 水野　由美予 ﾐｽﾞﾉ ﾕﾐﾖ  0:30:3798 神奈川県

37 森下　佳子 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼｺ  0:30:3899 東京都

127 高橋　かおり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ  0:30:45100 岩手県

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

RunGirl★Night vol.8 2017年9月9日

5kmラン

県名

184 諸留　洋江 ﾓﾛﾄﾞﾒ ﾋﾛｴ  0:30:46101 埼玉県

384 永田　一恵 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞｴ  0:30:48102 神奈川県

388 村松　みゆき ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾕｷ  0:30:48103 神奈川県

212 中村　奈美 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾐ  0:30:55104 東京都

108 平野　しのぶ ﾋﾗﾉ ｼﾉﾌﾞ  0:30:56105 千葉県

367 友成　史子 ﾄﾓﾅﾘ ﾌﾐｺ  0:31:03106 東京都

368 友成　安貴子 ﾄﾓﾅﾘ ｱｷｺ  0:31:04107 東京都

199 奥家　さえこ ｵｸﾔ ｻｴｺ  0:31:07108
255 鈴木　尚代 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾖ  0:31:07109 東京都

67 知念　かおる ﾁﾈﾝ ｶｵﾙ  0:31:12110 東京都

258 岸本　小夜 ｷｼﾓﾄ ｻﾖ  0:31:15111 神奈川県

58 舩山　守子 ﾌﾅﾔﾏ ﾓﾘｺ  0:31:17112 東京都

257 増田　亜季子 ﾏｽﾀﾞ ｱｷｺ  0:31:19113 東京都

222 登山　奈美 ﾄﾔﾏ ﾅﾐ  0:31:22114 東京都

173 鴇田　真弓 ﾄｷﾀ ﾏﾕﾐ  0:31:24115 東京都

172 村田　珠満 ﾑﾗﾀ ﾀﾏﾐ  0:31:25116 青森県

132 洗　優子 ｱﾗｲ ﾕｳｺ  0:31:30117 東京都

25 八木　菜緒 ﾔｷﾞ ﾅｵ  0:31:34118 東京都

134 安藤　清夏 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ  0:31:38119 埼玉県

295 木原　恵理加 ｷﾊﾗ ｴﾘｶ  0:31:40120 東京都

27 宮崎　珠実 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾏﾐ  0:31:42121 神奈川県

270 山下　このみ ﾔﾏｼﾀ ｺﾉﾐ  0:31:42122 神奈川県

277 松村　桐杏 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾘｺ  0:31:43123 東京都

147 梅田　かおる ｳﾒﾀﾞ ｶｵﾙ  0:31:48124 東京都

113 中込　純子 ﾅｶｺﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ  0:31:48125 山梨県

191 植木　芽衣 ｳｴｷ ﾒｲ  0:31:53126 神奈川県

192 坂本　容子 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｺ  0:31:53127 神奈川県

169 木元　由紀子 ｷﾓﾄ ﾕｷｺ  0:31:54128 東京都

364 伊達　真利枝 ﾀﾞﾃ ﾏﾘｴ  0:31:59129 東京都

348 野村　雅子 ﾉﾑﾗ ﾏｻｺ  0:31:59130 東京都

373 高柳　真理子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏﾘｺ  0:31:59131 東京都

374 吉川　まりか ﾖｼｶﾜ ﾏﾘｶ  0:32:01132 東京都

347 黒岩　美里 ｸﾛｲﾜ ﾐｻﾄ  0:32:05133 東京都

11 眞崎　愛 ﾏｻｷ ｱｲ  0:32:08134 東京都

163 加藤　真由美 ｶﾄｳ ﾏﾕﾐ  0:32:09135 埼玉県

220 篠崎　孝子 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶｺ  0:32:09136 千葉県

335 鈴木　瑞穂 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾎ  0:32:09137 神奈川県

285 鈴木　紘子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ  0:32:13138 埼玉県

381 桶谷　晴香 ｵｹﾀﾆ ﾊﾙｶ  0:32:15139 愛知県

281 樋渡　亜紀 ﾋﾜﾀｼ ｱｷ  0:32:19140 神奈川県

165 長谷川　優 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ  0:32:21141 東京都

350 福原　梢 ﾌｸﾊﾗ ｺｽﾞｴ  0:32:21142 東京都

236 波毛　英里紗 ﾊｹ ｴﾘｻ  0:32:21143 神奈川県

207 鈴木　順子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ  0:32:24144 群馬県

249 吉川　涼子 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳｺ  0:32:25145 東京都

263 植松　由紀子 ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ  0:32:27146 東京都

312 後藤　尚子 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｺ  0:32:31147 神奈川県

73 吉川　真富果 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ  0:32:35148 東京都

346 渡辺　千晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ  0:32:43149 東京都

260 三平　亜紀 ﾐﾋﾗ ｱｷ  0:32:47150 神奈川県
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180 樋口　和希 ﾋｸﾞﾁ ﾜｷ  0:32:48151 東京都

354 大芦　弘子 ｵｵｱｼ ﾋﾛｺ  0:32:50152 埼玉県

181 後藤　里奈 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ  0:32:51153 千葉県

68 松本　早代 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖ  0:32:51154 千葉県

174 中塚　友梨 ﾅｶﾂｶ ﾕﾘ  0:32:51155 東京都

245 五十嵐　恵美 ｲｶﾞﾗｼ ｴﾐ  0:32:56156 東京都

248 曽田　容子 ｿﾀ ﾖｳｺ  0:32:56157 神奈川県

246 大石　かおり ｵｵｲｼ ｶｵﾘ  0:32:56158 東京都

139 小川　明紀 ｵｶﾞﾜ ｱｷ  0:32:57159 神奈川県

194 大瀧　香織 ｵｵﾀｷ ｶｵﾘ  0:32:57160 東京都

239 三原　早織 ﾐﾊﾗ ｻｵﾘ  0:32:59161 東京都

328 成田　可奈子 ﾅﾘﾀ ｶﾅｺ  0:32:59162 東京都

19 畑井　咲耶 ﾊﾀｲ ｻﾔ  0:33:02163 東京都

158 伊東　伴美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ  0:33:04164 東京都

185 秋山　里江 ｱｷﾔﾏ ｻﾄｴ  0:33:05165 宮城県

233 佐々木　麻実 ｻｻｷ ｱｻﾐ  0:33:06166 東京都

327 土屋　華 ﾂﾁﾔ ﾊﾅ  0:33:06167 東京都

284 吉住　奈穂子 ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾎｺ  0:33:06168 神奈川県

339 渡邉　博美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ  0:33:08169 千葉県

276 川久保　若奈 ｶﾜｸﾎﾞ ﾜｶﾅ  0:33:12170 東京都

8 女鹿　緑 ﾒｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ  0:33:13171 埼玉県

349 滝口　由起 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｷ  0:33:15172 神奈川県

39 佐々木　智絵 ｻｻｷ ﾄﾓｴ  0:33:17173 東京都

231 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ  0:33:24174 東京都

230 阪本　幸子 ｻｶﾓﾄ ｻﾁｺ  0:33:25175 千葉県

400 角田　聖南 ｶｸﾀ ｾｲﾅ  0:33:27176
12 知念　愛美 ﾁﾈﾝ ﾒｸﾞﾐ  0:33:28177 東京都

399 田上　舞子 ﾀﾉｳｴ ﾏｲｺ  0:33:28178
228 安在　美佳 ｱﾝｻﾞｲ ﾐｶ  0:33:38179 埼玉県

371 峰尾　厚子 ﾐﾈｵ ｱﾂｺ  0:33:38180 神奈川県

82 児矢野　奈央 ｺﾔﾉ ﾅｵ  0:33:38181 千葉県

81 齊藤　憲子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ  0:33:38182 千葉県

366 横山　幸子 ﾖｺﾔﾏ ｻﾁｺ  0:33:40183 東京都

393 徳永　文 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔ  0:33:43184 東京都

398 林　鮎美 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ  0:33:49185
324 木村　留以子 ｷﾑﾗ ﾙｲｺ  0:33:52186 神奈川県

100 許　貴玉 ｷｮ ｷｷﾞｮｸ  0:33:53187 東京都

177 高橋　より子 ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｺ  0:33:57188 埼玉県

175 安達　泉 ｱﾀﾞﾁ ｲｽﾞﾐ  0:33:57189 埼玉県

206 松井　ちひろ ﾏﾂｲ ﾁﾋﾛ  0:33:58190 群馬県

106 深貝　優 ﾌｶｶﾞｲ ﾕｳ  0:34:02191 神奈川県

107 深貝　麻友美 ﾌｶｶﾞｲ ﾏﾕﾐ  0:34:03192 神奈川県

98 金　峰玉 ｷﾝ ﾎｳｷﾞｮｸ  0:34:07193 東京都

142 山崎　美穂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ  0:34:07194 神奈川県

144 小村　菜美 ｺﾑﾗ ﾅﾐ  0:34:08195 神奈川県

178 二瓶　江里香 ﾆﾍｲ ｴﾘｶ  0:34:08196 埼玉県

170 米山　美千代 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾁﾖ  0:34:08197 埼玉県

135 八代　美弥子 ﾔｼﾛ ﾐﾔｺ  0:34:09198 東京都

306 内田　英里 ｳﾁﾀﾞ ｴﾘ  0:34:11199 埼玉県

307 竹内　菜摘 ﾀｹｳﾁ ﾅﾂﾐ  0:34:11200 東京都
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305 高橋　あゆみ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ  0:34:11201 東京都

299 久保　直子 ｸﾎﾞ ﾅｵｺ  0:34:12202 東京都

247 長田　真耶 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾔ  0:34:12203 東京都

237 勝山　知子 ｶﾂﾔﾏ ﾄﾓｺ  0:34:13204 神奈川県

13 阿部　福美 ｱﾍﾞ ﾌｸﾐ  0:34:13205 東京都

279 前川　さやか ﾏｴｶﾜ ｻﾔｶ  0:34:13206 東京都

317 山﨑　愛加 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｶ  0:34:13207 東京都

227 加藤　綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ  0:34:15208 千葉県

159 白石　麻実 ｼﾗｲｼ ﾏﾐ  0:34:19209 神奈川県

5 上村　可奈子 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｺ  0:34:21210 東京都

205 大澤　ますみ ｵｵｻﾜ ﾏｽﾐ  0:34:24211 神奈川県

396 加藤　万紀子 ｶﾄｳ ﾏｷｺ  0:34:25212
9 佐藤　稚佳 ｻﾄｳ ﾁｶ  0:34:26213 千葉県

136 堀越　典子 ﾎﾘｺｼ ﾉﾘｺ  0:34:26214 東京都

15 森山　優子 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｺ  0:34:28215 神奈川県

213 渡辺　紀子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ  0:34:28216 東京都

200 日暮　まり ﾋｸﾞﾚ ﾏﾘ  0:34:30217
171 寺下　富士子 ﾃﾗｼﾀ ﾌｼﾞｺ  0:34:30218 神奈川県

338 橋本　由紀子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ  0:34:31219 埼玉県

156 白鳥　亜紀子 ｼﾗﾄﾘ ｱｷｺ  0:34:36220 東京都

323 栗山　夕湖 ｸﾘﾔﾏ ﾕｳｺ  0:34:39221 東京都

256 佐藤　麻琴 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ  0:34:41222 東京都

267 塩島　麻衣子 ｼｵｼﾞﾏ ﾏｲｺ  0:34:43223 神奈川県

265 川添　祐子 ｶﾜｿﾞｴ ﾕｳｺ  0:34:43224 神奈川県

266 大杉　明子 ｵｵｽｷﾞ ｱｷｺ  0:34:43225 神奈川県

290 中田　尚子 ﾅｶﾀ ﾅｵｺ  0:34:44226 神奈川県

379 菱山　明代 ﾋｼﾔﾏ ｱｷﾖ  0:34:44227 東京都

298 三原　真由美 ﾐﾊﾗ ﾏﾕﾐ  0:34:47228 東京都

76 三仲　あずさ ﾐﾅｶ ｱｽﾞｻ  0:34:49229 東京都

46 大塚　弘子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ  0:34:51230 神奈川県

47 村井　いずみ ﾑﾗｲ ｲｽﾞﾐ  0:34:51231 神奈川県

43 山口　美和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾜ  0:34:51232 東京都

44 河井　朋子 ｶﾜｲ ﾄﾓｺ  0:34:51233 東京都

358 能勢　薫 ﾉｾ ｶｵﾙ  0:34:52234 神奈川県

45 稲井田　裕加子 ｲﾅｲﾀﾞ ﾕｶｺ  0:34:52235 東京都

372 竹浦　恵麻 ﾀｹｳﾗ ｴﾏ  0:34:52236 埼玉県

104 原田　詠子 ﾊﾗﾀﾞ ｴｲｺ  0:34:55237 東京都

164 島崎　愛 ｼﾏｻﾞｷ ｱｲ  0:35:02238 東京都

154 佐藤　美津子 ｻﾄｳ ﾐﾂｺ  0:35:05239 東京都

269 長谷川　智子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ  0:35:10240 神奈川県

161 日下　紀子 ｸｻｶ ﾉﾘｺ  0:35:11241 東京都

243 笹内　亜友美 ｻｻｳﾁ ｱﾕﾐ  0:35:11242 神奈川県

18 田口　美穂 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾎ  0:35:14243 東京都

275 毎田　暁子 ﾏｲﾀﾞ ｱｷｺ  0:35:15244 神奈川県

99 具　海玉 ｸﾞ ｶｲｷﾞｮｸ  0:35:17245 神奈川県

23 木村　貴子 ｷﾑﾗ ﾀｶｺ  0:35:18246 東京都

22 宮川　朋 ﾐﾔｶﾜ ﾄﾓ  0:35:18247 東京都

34 原　香織 ﾊﾗ ｶｵﾘ  0:35:20248 東京都

103 原　秀子 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｺ  0:35:20249 東京都

24 沖島　　麻美 ｵｷｼﾏ ｱｻﾐ  0:35:20250 東京都
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16 豊島　杏奈 ﾄﾖｼﾏ ｱﾝﾅ  0:35:20251 東京都

193 山本　和代 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ  0:35:23252 茨城県

235 太田　桃子 ｵｵﾀ ﾓﾓｺ  0:35:24253 神奈川県

341 小出　香衣 ｺｲﾃﾞ ｶｴ  0:35:24254 東京都

153 田向　あい子 ﾀﾑｶｲ ｱｲｺ  0:35:27255 千葉県

345 森谷　美紀 ﾓﾘﾔ ﾐｷ  0:35:33256 茨城県

344 小口　さくら ｵｸﾞﾁ ｻｸﾗ  0:35:33257 茨城県

343 近藤　舞弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾔ  0:35:33258 茨城県

342 山口　沙貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ  0:35:33259 茨城県

26 山口　恵実 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ  0:35:33260 東京都

133 衛藤　薫 ｴﾄｳ ｶｵﾙ  0:35:35261 埼玉県

36 大原　幹子 ｵｵﾊﾗ ﾐｷｺ  0:35:35262 神奈川県

33 平井　典子 ﾋﾗｲ ﾉﾘｺ  0:35:35263 埼玉県

322 玉川　美佳 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾐｶ  0:35:36264 東京都

217 高橋　明日香 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ  0:35:37265 東京都

216 藤巻　恵美 ﾌｼﾞﾏｷ ｴﾐ  0:35:38266 東京都

383 渡辺　薫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙ  0:35:39267 東京都

318 堀越　めぐみ ﾎﾘｺｼ ﾒｸﾞﾐ  0:35:39268 神奈川県

215 鈴木　恵 ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ  0:35:39269 東京都

85 原島　亜由美 ﾊﾗｼﾏ ｱﾕﾐ  0:35:43270 東京都

332 寺田　真紀子 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｷｺ  0:35:43271 東京都

333 伊藤　由美 ｲﾄｳ ﾕﾐ  0:35:44272 埼玉県

209 内野　智子 ｳﾁﾉ ﾄﾓｺ  0:35:47273 東京都

195 北村　裕世 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾖ  0:35:55274 東京都

375 笹本　絵里 ｻｻﾓﾄ ｴﾘ  0:36:02275 神奈川県

301 千葉　裕子 ﾁﾊﾞ ﾕｳｺ  0:36:03276 東京都

300 江川　雅美 ｴｶﾞﾜ ﾏｻﾐ  0:36:03277 東京都

304 古川　ひろみ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾐ  0:36:03278 東京都

303 石井　成美 ｲｼｲ ﾅﾙﾐ  0:36:03279 東京都

352 川野　美佳 ｶﾜﾉ ﾐｶ  0:36:04280 東京都

357 江積　亜紀子 ｴﾂﾞﾐ ｱｷｺ  0:36:05281 東京都

188 甲斐　美絵 ｶｲ ﾐｴ  0:36:06282 東京都

189 松田　亜希子 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ  0:36:06283 東京都

187 福山　真奈美 ﾌｸﾔﾏ ﾏﾅﾐ  0:36:06284 神奈川県

274 高田　夕紀 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷ  0:36:09285 神奈川県

361 大門　香緒里 ﾀﾞｲﾓﾝ ｶｵﾘ  0:36:11286 埼玉県

283 石渡　里美 ｲｼﾜﾀ ｻﾄﾐ  0:36:12287 東京都

240 河村　早由利 ｶﾜﾑﾗ ｻﾕﾘ  0:36:21288 愛知県

254 菅原　怜那 ｽｶﾞﾊﾗ ﾚｲﾅ  0:36:21289 神奈川県

234 和田　早苗 ﾜﾀﾞ ｻﾅｴ  0:36:24290 埼玉県

51 西澤　幸子 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾁｺ  0:36:27291 三重県

40 根岸　真澄 ﾈｷﾞｼ ﾏｽﾐ  0:36:32292 東京都

137 成瀬　理絵 ﾅﾙｾ ﾘｴ  0:36:35293 東京都

31 松岡　芙実子 ﾏﾂｵｶ ﾌﾐｺ  0:36:35294 千葉県

321 小林　美恵子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｴｺ  0:36:40295 東京都

334 山口　千亜紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｱｷ  0:36:41296 東京都

143 松山　京子 ﾏﾂﾔﾏ ｷｮｳｺ  0:36:46297 神奈川県

151 柴谷　献子 ｼﾊﾞﾔ ﾉﾌﾞｺ  0:37:01298 神奈川県

141 佐藤　真依子 ｻﾄｳ ﾏｲｺ  0:37:08299 埼玉県

140 佐藤　亜依子 ｻﾄｳ ｱｲｺ  0:37:08300 埼玉県

Timing & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

RunGirl★Night vol.8 2017年9月9日

5kmラン

県名

6 中曽　ユリア ﾅｶｿ ﾕﾘｱ  0:37:08301 東京都

116 佐藤　麻紀 ｻﾄｳ ﾏｷ  0:37:13302 東京都

202 由木　郁 ﾕｳｷ ﾌﾐ  0:37:14303 東京都

203 小林　由樹子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ  0:37:14304 東京都

201 熊沢　麻美子 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏﾐｺ  0:37:14305 東京都

382 玉木　晶子 ﾀﾏｷ ｱｷｺ  0:37:18306 神奈川県

162 小坂　利枝 ｺｻｶ ﾘｴ  0:37:21307 東京都

241 対馬　真実 ﾂｼﾏ ﾏﾐ  0:37:23308 東京都

242 奥野　優 ｵｸﾉ ﾕｳ  0:37:23309 東京都

315 桑原　友美 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓﾐ  0:37:26310 東京都

314 恩田　しのぶ ｵﾝﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ  0:37:26311 千葉県

394 山崎　桂子 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｺ  0:37:26312 埼玉県

389 小池　麻由美 ｺｲｹ ｱﾕﾐ  0:37:29313 千葉県

145 井口　彩奈 ｲｸﾞﾁ ｱﾔﾅ  0:37:32314 徳島県

353 片山　知子 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｺ  0:37:37315 東京都

330 相馬　由貴 ｿｳﾏ ﾕｷ  0:37:42316 東京都

155 仲田　真理 ﾅｶﾀﾞ ﾏﾘ  0:37:43317 東京都

397 北川　順子 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ  0:37:43318
320 高須　真紀子 ﾀｶｽ ﾏｷｺ  0:37:45319 神奈川県

280 加藤　のり子 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ  0:37:48320 秋田県

273 和田　裕子 ﾜﾀﾞ ﾕｳｺ  0:37:51321 神奈川県

377 塩田　野依 ｼｵﾀﾞ ﾉｴ  0:37:55322 神奈川県

380 外山　裕子 ﾄﾔﾏ ﾕｳｺ  0:37:55323 神奈川県

166 田中　美里 ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ  0:37:58324 東京都

7 山野　瑞季 ﾔﾏﾉ ﾐｽﾞｷ  0:38:09325 東京都

390 漆原　良子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾖｼｺ  0:38:19326 埼玉県

226 田中　佳代子 ﾀﾅｶ ｶﾖｺ  0:38:23327 埼玉県

124 斉藤　真知 ｻｲﾄｳ ﾏﾁ  0:38:23328 東京都

331 山崎　絵里 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘ  0:38:33329 東京都

363 塩野　亜矢 ｼｵﾉ ｱﾔ  0:38:55330 新潟県

63 山田　朋子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ  0:39:00331 神奈川県

21 下井　香織 ｼﾓｲ ｶｵﾘ  0:39:02332 東京都

91 宮本　理香 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｶ  0:39:17333 神奈川県

50 大里　香織 ｵｵｻﾄ ｶｵﾘ  0:39:17334 東京都

160 板波　夏奈 ｲﾀﾅﾐ ｶﾅ  0:39:17335 東京都

41 畠山　絵里 ﾊﾀｹﾔﾏ ｴﾘ  0:39:17336 東京都

365 宮本　綾乃 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾉ  0:39:22337 静岡県

387 伊藤　俊子 ｲﾄｳ ﾄｼｺ  0:39:26338 神奈川県

386 坂田　いつ子 ｻｶﾀ ｲﾂｺ  0:39:26339 神奈川県

391 藤田　和香子 ﾌｼﾞﾀ ﾜｶｺ  0:39:29340 東京都

253 白石　綾子 ｼﾗｲｼ ｱﾔｺ  0:39:33341 千葉県

337 吉村　志織 ﾖｼﾑﾗ ｼｵﾘ  0:39:44342 埼玉県

325 新井　直美 ｱﾗｲ ﾅｵﾐ  0:39:44343 埼玉県

278 服部　芳果 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｶ  0:39:46344 東京都

282 竹内　智子 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｺ  0:39:51345 新潟県

369 藤田　愛 ﾌｼﾞﾀ ｱｲ  0:40:20346 東京都

211 田中　千晶 ﾀﾅｶ ﾁｱｷ  0:40:27347 東京都

190 高松　尚子 ﾀｶﾏﾂ ﾅｵｺ  0:40:29348 東京都

66 木村　志帆 ｷﾑﾗ ｼﾎ  0:40:48349 秋田県

10 宮澤　あゆみ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ  0:40:57350 東京都
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

RunGirl★Night vol.8 2017年9月9日

5kmラン

県名

309 工藤　まどか ｸﾄﾞｳ ﾏﾄﾞｶ  0:41:33351 東京都

326 堺澤　みどり ｻｶｲｻﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ  0:42:56352 東京都

316 渡辺　まなみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ  0:43:21353 千葉県

223 岩立　智子 ｲﾜﾀﾃ ﾄﾓｺ  0:43:35354 東京都

2 相澤　和恵 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｴ  0:44:00355 東京都

198 河津　美咲 ｶﾜﾂ ﾐｻｷ  0:45:47356 東京都

362 なかはら　まさみ ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾐ  0:46:14357 神奈川県

1 有馬　範依 ｱﾘﾏ ﾉﾘﾖ  0:47:05358 東京都

176 吉田　則子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ  0:47:21359 埼玉県

378 日野　早紀子 ﾋﾉ ｻｷｺ  0:50:32360 東京都

Timing & Result By 計測工房


