
順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

第20回奥熊野いだ天ウルトラマラソン 2018年4月22日

100km女子20歳以上

県名

426 下平　瑞季 ｼﾓﾋﾗ ﾐｽﾞｷ 10:13:021 和歌山県

89 久野　淳子 ｸﾉ ｼﾞｭﾝｺ 10:34:172 兵庫県

248 神里　茉衣 ｶﾐｻﾞﾄ ﾏｲ 10:41:383 兵庫県

455 都筑　望 ﾂﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 10:43:524 大阪府

173 貴傳名　あゆみ ｷﾃﾞﾅ ｱﾕﾐ 10:48:205 大阪府

350 磯貝　由紀 ｲｿｶﾞｲ ﾕｷ 10:54:266 大阪府

444 髙村　明子 ﾀｶﾑﾗ ｱｷｺ 11:22:547 京都府

201 前田　美咲子 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 11:26:368 兵庫県

151 久保　恵理香 ｸﾎﾞ ｴﾘｶ 11:41:039 京都府

269 住吉　由佳 ｽﾐﾖｼ ﾕｶ 11:43:5310 東京都

180 澤野　千春 ｻﾜﾉ ﾁﾊﾙ 11:49:2711 大阪府

205 明賀　景子 ﾐｮｳｶﾞ ｹｲｺ 11:59:0112 兵庫県

546 吉岡　詩乃 ﾖｼｵｶ ｼﾉ 12:06:2313 京都府

469 中野渡　早苗 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｻﾅｴ 12:07:4114 徳島県

403 岸本　千愛 ｷｼﾓﾄ ﾁｱｷ 12:14:1015 大阪府

363 岩堀　純子 ｲﾜﾎﾘ ｼﾞｭﾝｺ 12:16:0916 静岡県

459 土井　綾子 ﾄﾞｲ ｱﾔｺ 12:20:4617 兵庫県

165 遠藤　美紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 12:22:5818 愛知県

190 田嶋　裕子 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 12:45:0219 大阪府

287 中橋　千春 ﾅｶﾊｼ ﾁﾊﾙ 12:48:0220 愛知県

389 鏑木　寿美子 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｽﾐｺ 12:49:5921 大阪府

344 安達　由美子 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾐｺ 12:53:3422 愛知県

315 米田　典子 ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾘｺ 12:54:3723 奈良県

124 高城　眞裕美 ﾀｶｼﾛ ﾏﾕﾐ 12:55:2024 滋賀県

435 瀬崎　暢子 ｾｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 12:55:3425 京都府

540 山田　倫江 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｴ 12:56:4526 大阪府

153 浅井　千穂 ｱｻｲ ﾁﾎ 12:58:0727 京都府

250 瓦野　有美 ｶﾜﾗﾉ ﾕﾐ 13:08:0828 和歌山県

30 音野　いつ子 ｵﾄﾉ ｲﾂｺ 13:20:5929 大阪府

373 大倉　陽子 ｵｵｸﾗ ﾖｳｺ 13:23:5630 愛知県

392 加村　美和 ｶﾑﾗ ﾐﾜ 13:25:0631 大阪府

397 川上　由美子 ｶﾜｶﾐ ﾕﾐｺ 13:26:1532 神奈川県

179 佐野　佐江子 ｻﾉ ｻｴｺ 13:27:0333 大阪府

126 竹村　玲子 ﾀｹﾑﾗ ﾚｲｺ 13:31:3134 大阪府

283 辻野　純子 ﾂｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝｺ 13:31:4735 大阪府

486 馬場　良志乃 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾉ 13:32:5036 愛知県

155 飯田　真寿美 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 13:39:5537 奈良県

399 川瀬　幸子 ｶﾜｾ ﾕｷｺ 13:41:0838 大阪府

215 北邨　陽子 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 13:41:1839 大阪府

302 宮崎　綾子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 13:42:3240 東京都

191 田中　志保 ﾀﾅｶ ｼﾎ 13:42:4141 愛知県

166 大羽　智恵美 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ 13:45:2642 愛知県

162 受川　知代 ｳｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾖ 13:45:4743 兵庫県

116 片山　明子 ｶﾀﾔﾏ ｱｷｺ 13:46:3044 兵庫県

375 太田　千代 ｵｵﾀ ﾁﾖ 13:47:0245 奈良県

326 土肥　昭代 ﾄﾞﾋ ｱｷﾖ 13:49:3346 三重県

498 平野　香代子 ﾋﾗﾉ ｶﾖｺ 13:50:2647 三重県

79 平尾　佐和子 ﾋﾗｵ ｻﾜｺ 13:50:3048 京都府

99 牧田　裕子 ﾏｷﾀ ﾕｳｺ 13:50:4549 愛知県

394 萱野　真理子 ｶﾔﾉ ﾏﾘｺ 13:57:4850 奈良県
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234 伊藤　あゆみ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ 13:57:5851 和歌山県

371 江崎　智子 ｴｻﾞｷ ﾄﾓｺ 14:03:4052 愛知県

140 山本　貴子 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ 14:04:1553 静岡県

76 室井　麻里 ﾑﾛｲ ﾏﾘ 14:06:4454 和歌山県

203 水本　直恵 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾅｵｴ 14:08:3755 大阪府

479 西久保　美千代 ﾆｼｸﾎﾞ ﾐﾁﾖ 14:09:3256 東京都

504 前川　永恵 ﾏｴｶﾜ ﾋｻｴ 14:11:4857 大阪府

447 田中　美由紀 ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ 14:13:4258 愛知県

342 足立　智美 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾐ 14:14:0559 愛知県

452 土道　久美子 ﾂﾁﾐﾁ ｸﾐｺ 14:14:4260 広島県

148 中尾　由佳 ﾅｶｵ ﾕｶ 14:16:4761 和歌山県

57 藤岡　智美 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 14:17:0662 和歌山県

261 嶋田　寿美 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾐ 14:19:1663 愛知県

288 中村　悦子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｺ 14:19:1664 愛知県

271 糴川　可奈子 ｾﾘｶﾜ ｶﾅｺ 14:20:1465 大阪府

370 浦野　詳子 ｳﾗﾉ ﾐﾂｺ 14:21:1966 和歌山県

4 花村　千恵 ﾊﾅﾑﾗ ﾁｴ 14:21:5867 和歌山県

159 池田　幾久子 ｲｹﾀﾞ ｲｸｺ 14:23:0968 和歌山県

418 近藤　智子 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｺ 14:23:3669 大阪府

136 本登　範子 ﾎﾝﾄ ﾉﾘｺ 14:24:1370 愛知県

12 江刺家　雅子 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ 14:25:2971 東京都

275 高見　優子 ﾀｶﾐ ﾕｳｺ 14:25:5272 兵庫県

383 奥山　英子 ｵｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｺ 14:26:3273 神奈川県

86 神田　美子 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｺ 14:26:3974 和歌山県

310 山下　架代子 ﾔﾏｼﾀ ｶﾖｺ 14:27:1275 大阪府

218 高桑　雅子 ﾀｶｸﾜ ﾏｻｺ 14:29:0576 大阪府

53 廣瀬　稚保子 ﾋﾛｾ ﾁﾎｺ 14:30:1677 和歌山県

351 磯村　祥子 ｲｿﾑﾗ ｼｮｳｺ 14:39:3378 愛知県
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