
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

65km女子20歳以上

県名

602 松本　久昌 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾖ  5:04:221 東京都

605 田中　由美子 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ  5:32:232 大阪府

655 佐藤　奈緒美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ  6:24:203 和歌山県

750 空地　久予 ｿﾗｼﾞ ﾋｻﾖ  6:34:444 三重県

688 佐竹　薫 ｻﾀｹ ｶｵﾙ  6:52:315 岐阜県

673 岩田　まゆみ ｲﾜﾀ ﾏﾕﾐ  7:01:116 愛知県

684 黒石　悦子 ｸﾛｲｼ ｴﾂｺ  7:09:317 大阪府

676 大江　京子 ｵｵｴ ｷｮｳｺ  7:23:038 和歌山県

664 葛平　敏恵 ｸｽﾞﾋﾗ ﾄｼｴ  7:26:299 大阪府

656 島袋　博子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｺ  7:29:2410 大阪府

719 大嶋　真紀 ｵｵｼﾏ ﾏｷ  7:32:4711 大阪府

670 安東　朋子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ  7:36:4912 東京都

741 佐々木　寿枝 ｻｻｷ ﾋｻｴ  7:52:3713 大阪府

700 宮崎　成子 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｹﾞｺ  8:11:4114 大阪府

681 北川　孝子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｺ  8:17:0815 愛知県

748 成　慧瑩 ｾｲ ﾍﾖﾝ  8:28:0416 愛知県

782 吉岡　仁子 ﾖｼｵｶ ﾋﾛｺ  8:29:1917 大阪府

779 山田　貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ  8:32:3918 奈良県

736 小島　純子 ｺｼﾞﾏ ｽﾐｺ  8:37:3419 神奈川県

733 熊澤　朱美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱｹﾐ  8:52:3120 三重県

682 木山　由佳 ｷﾔﾏ ﾕｶ  8:54:4521 東京都

777 薮下　友理 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾕﾘ  8:54:5322 和歌山県

761 橋詰　木綿 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳ  8:54:5423 和歌山県

764 樋上　美千子 ﾋｶﾐ ﾐﾁｺ  8:58:2324 徳島県

674 岩間　洋子 ｲﾜﾏ ﾖｳｺ  9:01:4725 東京都

690 新川　みのり ｼﾝｶﾜ ﾐﾉﾘ  9:02:0326 和歌山県

705 横矢　由里 ﾖｺﾔ ﾕﾘ  9:02:3327 和歌山県

640 延藤　智子 ﾉﾌﾞﾄｳ ﾄﾓｺ  9:12:5328 大阪府

696 成合　由起子 ﾅﾘｱｲ ﾕｷｺ  9:13:5229 和歌山県

654 阪本　千佳 ｻｶﾓﾄ ﾁｶ  9:18:3330 和歌山県

677 大津　みどり ｵｵﾂ ﾐﾄﾞﾘ  9:18:4531 徳島県

704 湯浅　美智代 ﾕｱｻ ﾐﾁﾖ  9:18:4532 徳島県

763 原田　真紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ  9:18:4533 徳島県

766 藤野　富巳 ﾌｼﾞﾉ ﾌﾐ  9:24:4534 大阪府

724 柏倉　雅子 ｶｼｸﾗ ﾏｻｺ  9:33:4935 神奈川県

751 髙野　みき ﾀｶﾉ ﾐｷ  9:33:5136 埼玉県

692 高瀬　真左代 ﾀｶｾ ﾏｻﾖ  9:35:1437 和歌山県

746 白井　香子 ｼﾗｲ ｷｮｳｺ  9:36:0338 大阪府

778 山口　敏子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｺ  9:36:0439 大阪府

672 岩木　由子 ｲﾜｷ ﾖｼｺ  9:39:4040 徳島県

626 奥代　洋子 ｵｸﾀﾞｲ ﾖｳｺ  9:53:0241 大阪府

770 堀山　真弓 ﾎﾘﾔﾏ ﾏﾕﾐ  9:53:1742 愛知県

774 松本　節子 ﾏﾂﾓﾄ ｾﾂｺ 10:00:5243 大阪府

747 杉岡　則子 ｽｷﾞｵｶ ﾉﾘｺ 10:01:1844 兵庫県

701 山口　陽美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ 10:03:2645 三重県

659 中村　千珠 ﾅｶﾑﾗ ﾁｽﾞ 10:07:3046 和歌山県

783 吉田　真由美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 10:10:0747 奈良県

771 前山　祥子 ﾏｴﾔﾏ ｻﾁｺ 10:12:2348 三重県

749 瀬部　陽子 ｾﾍﾞ ﾖｳｺ 10:13:3349 徳島県

743 佐藤　まき ｻﾄｳ ﾏｷ 10:13:3350 徳島県
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737 小林　睦美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 10:14:5751 大阪府

608 宮津　美智子 ﾐﾔﾂﾞ ﾐﾁｺ 10:16:2152 大阪府

762 羽田　敏子 ﾊﾀﾞ ﾄｼｺ 10:26:2853 兵庫県

671 伊藤　礼子 ｲﾄｳ ﾚｲｺ 10:28:1054 大阪府

776 三森　薫 ﾐﾂﾓﾘ ｶｵﾙ 10:35:4955 愛知県

729 木野　文子 ｷﾉ ｱﾔｺ 10:39:1956 愛知県

620 小山　映子 ｺﾔﾏ ｴｲｺ 10:40:4457 奈良県

728 岸田　恭子 ｷｼﾀﾞ ｷｮｳｺ 10:42:2358 大阪府

727 菊池　洋子 ｷｸﾁ ﾖｳｺ 10:43:1659 東京都

658 徳冨　政子 ﾄｸﾄﾐ ﾏｻｺ 10:48:0360 和歌山県

614 瀬戸　桂子 ｾﾄ ｹｲｺ 10:48:5261 大阪府

709 青木　真理 ｱｵｷ ﾏﾘ 10:56:4262 三重県

609 尾鷲　愛子 ｵﾜｼ ｱｲｺ 11:05:2063 和歌山県

621 福増　久美 ﾌｸﾏｽ ｸﾐ 11:08:0064 三重県

710 足立　恵美子 ｱﾀﾞﾁ ｴﾐｺ 11:10:2965 大阪府

667 戸川　光 ﾄｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 11:10:3066 兵庫県
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