
順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ女子

氏名カナ
2162 岡本 美月  0:41:061 大分県ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｷ

2177 峰原 友香  0:41:342 佐賀県ﾐﾈﾊﾗ ﾕｶ

2070 池田　優子  0:41:553 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ

2179 前田 美樹  0:43:334 佐賀県ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ

2156 岩本　ふみ子  0:45:465 ｲﾜﾓﾄ ﾌﾐｺ

2034 外山 春美  0:46:256 長崎県ﾄﾔﾏ ﾊﾙﾐ

2216 金田 直美  0:46:437 長崎県ｶﾈﾀﾞ ﾅｵﾐ

2166 立花 あや  0:46:458 熊本県ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔ

2198 深田 菜貴  0:46:579 長崎県ﾌｶﾀﾞ ﾅﾂｷ

2164 北島 佐奈江  0:47:0310 佐賀県ｷﾀｼﾞﾏ ｻﾅｴ

2215 里緒 大町  0:47:5011 長崎県ｵｵﾏﾁ ﾘｵ

2016 川口 成美  0:48:1112 長崎県ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾙﾐ

2069 杉谷　雪  0:48:5513 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｷ

2071 松沼　陽子  0:48:5714 ﾏﾂﾇﾏ ﾖｳｺ

2192 林田 朋実  0:49:0115 長崎県ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ

2217 田中 小百合  0:49:0416 長崎県ﾀﾅｶ ｻﾕﾘ

2100 笹崎　ほのか  0:49:0517 長崎県ｻｻｻﾞｷ ﾎﾉｶ

2181 宇野 仁子  0:49:3018 福岡県ｳﾉ ｻﾄｺ

2226 荒牧あかね  0:49:3919 ｱﾗﾏｷ ｱｶﾈ

2012 大坪 美由紀  0:51:0020 佐賀県ｵｵﾂﾎﾞ ﾐﾕｷ

2025 東 朱香  0:51:1021 熊本県ﾋｶﾞｼ ｱﾔｶ

2026 中西 香織  0:51:1022 熊本県ﾅｶﾆｼ ｶｵﾘ

2021 菊野 順子  0:51:4623 鹿児島県ｷｸﾉ ｼﾞｭﾝｺ

2172 松坂 美代子  0:52:4324 長崎県ﾏﾂｻﾞｶ ﾐﾖｺ

2140 松岡　久美  0:52:4425 ﾏﾂｵｶ ｸﾐ

2004 神山 未来  0:53:0026 福岡県ｶﾐﾔﾏ ﾐｷ

2090 小川　知夏  0:53:0727 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｶ

2009 和才 裕子  0:53:1128 長崎県ﾜｻｲ ﾕｳｺ

2223 ジェニファー  0:53:1829 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｭｰ

2208 深村 舞  0:53:4330 佐賀県ﾌｶﾑﾗ ﾏｲ

2161 神沼 志緒玲  0:53:5631 長崎県ｶﾇﾏ ｼｵﾘ

2221 南　典子  0:54:2532 長崎県

2006 石川 恵子  0:54:3233 福岡県ｲｼｶﾜ ｹｲｺ

2222 大江　夏子  0:54:4134

2137 四田　ゆかり  0:55:0835 ﾖﾂﾀﾞ ﾕｶﾘ

2211 吉田 のぞみ  0:55:1036 佐賀県ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

2157 野村　叶枝  0:55:1337 ﾉﾑﾗ ｶﾅｴ

2083 嶋川　詳子  0:55:2938 ｼﾏｶﾜ ｼｮｳｺ

2170 福重 森羅  0:55:3439 長崎県ﾌｸｼｹﾞ ｼﾝﾗ

2017 長友 幸子  0:55:5040 長崎県ﾅｶﾞﾄﾓ ｻﾁｺ

2154 北島　里華  0:55:5441 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｶ

2007 中村 洋子  0:56:0442 福岡県ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

2191 松永 成美  0:56:3043 長崎県ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾙﾐ

2055 長沼　晃子  0:56:3244 千葉県ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｷｺ

2134 田村　裕子  0:56:5145 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺ

2125 西浦　寿実香  0:57:3446 長崎県ﾆｼｳﾗ ｽﾐｶ

2203 月川 千絵  0:57:5947 長崎県ﾂｷｶﾞﾜ ﾁｴ

2186 上野 真理  0:58:0448 長崎県ｳｴﾉ ﾏﾘ

2067 加藤　千晶  0:58:0849 長崎県ｶﾄｳ ﾁｱｷ

2204 城戸 春香  0:58:1050 福岡県ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ
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順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ女子

氏名カナ
2078 野口　眞由美  0:58:1151 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

2066 富永　華穂  0:58:1252 佐賀県ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾎ

2196 山崎 ひとみ  0:58:1353 熊本県ﾔﾏｻｷ ﾋﾄﾐ

2123 百田　小絵  0:59:1354 長崎県ﾓﾓﾀ ｻｴ

2098 岡崎　あけみ  0:59:3255 長崎県ｵｶｻﾞｷ ｱｹﾐ

2081 ディラン 忍  0:59:3656 ﾃﾞｨﾗﾝ ｼﾉﾌﾞ

2046 目野 千尋  0:59:3857 長崎県ﾒﾉ ﾁﾋﾛ

2194 山本 哲子  1:00:3158 長崎県ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｺ

2193 武藤 かおる  1:00:3759 佐賀県ﾑﾄｳ ｶｵﾙ

2183 宮原 智子  1:00:4860 佐賀県ﾐﾔﾊﾗ ﾄﾓｺ

2158 松山　沙織  1:01:1861 ﾏﾂﾔﾏ ｻｵﾘ

2139 光岡　夏子  1:01:4862 ﾐﾂｵｶ ﾅﾂｺ

2072 川野　由貴  1:02:0163 ｶﾜﾉ ﾕｷ

2180 中山 真理子  1:02:1564 長崎県ﾅｶﾔﾏ ﾏﾘｺ

2035 中村 景子  1:02:1565 大阪府ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ

2116 山田　絢子  1:02:2466 長崎県ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｺ

2129 山本　朋子  1:02:3867 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ

2062 平間　さくら  1:02:3968 長崎県ﾍｲﾏ ｻｸﾗ

2153 森　紗阿里  1:02:4269 ﾓﾘ ｻｵﾘ

2080 鶴田　香菜  1:02:4370 ﾂﾙﾀﾞ ｶﾅ

2167 大原 風音  1:02:4971 福岡県ｵｵﾊﾗ ｶｻﾞﾈ

2054 焼野　寛子  1:02:5472 長崎県ﾔｹﾉ ﾄﾓｺ

2173 大田 優美  1:03:0173 長崎県ｵｵﾀ ﾏｻﾐ

2029 井元 静香  1:03:0474 福岡県ｲﾉﾓﾄ ｼｽﾞｶ

2112 井手　真澄  1:03:1375 長崎県ｲﾃﾞ ﾏｽﾐ

2174 入口 真奈美  1:03:1376 長崎県ｲﾘｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ

2001 原口 由佳  1:03:3177 福岡県ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｶ

2117 中村　朱里  1:03:3778 長崎県ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ

2148 山本　小百合  1:03:5279 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾘ

2113 北島　由美子  1:03:5380 長崎県ｷﾀｼﾞﾏ ﾕﾐｺ

2057 坂井　有紀  1:03:5681 福岡県ｻｶｲ ﾕｳｷ

2027 宮原 加代  1:03:5982 福岡県ﾐﾔﾊﾗ ｶﾖ

2045 池田 あすか  1:04:1083 福岡県ｲｹﾀﾞ ｱｽｶ

2142 中村　久美  1:04:1784 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ

2184 安東 保子  1:04:1885 佐賀県ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽｺ

2220 関根 綾香  1:04:2086 福岡県ｾｷﾈ ｱﾔｶ

2214 久富 美奈子  1:04:2487 佐賀県ﾋｻﾄﾞﾐ ﾐﾅｺ

2002 久野 さやか  1:04:3488 千葉県ﾋｻﾉ ｻﾔｶ

2109 長門　真紀子  1:04:3889 長崎県ﾅｶﾞﾄ ﾏｷｺ

2108 川端　美紀  1:04:3990 長崎県ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｷ

2008 永野 千景  1:04:4091 福岡県ﾅｶﾞﾉ ﾁｶｹﾞ

2101 峯　順子  1:04:4692 佐賀県ﾐﾈ ｼﾞｭﾝｺ

2205 山下 律子  1:04:5093 長崎県ﾔﾏｼﾀ ﾘﾂｺ

2024 浦川 葵  1:05:0894 佐賀県ｳﾗｶﾜ ｱｵｲ

2144 今知　弓美  1:05:0995 ｲﾏﾁ ﾕﾐ

2040 黒川 聖子  1:05:1596 福岡県ｸﾛｶﾜ ｾｲｺ

2044 江尻 絢子  1:05:1797 福岡県ｴｼﾞﾘ ｱﾔｺ

2138 山内　久仁子  1:05:2198 ﾔﾏｳﾁ ｸﾆｺ

2033 西 美由紀  1:05:2799 福岡県ﾆｼ ﾐﾕｷ

2099 小玉　智乃  1:05:33100 長崎県ｺﾀﾞﾏ ﾁﾅｲ
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順位 No 氏名 記 録
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地区名
10ｋｍ女子

氏名カナ
2189 肉丸 姿子  1:05:51101 大分県ﾆｸﾏﾙ ｼﾅｺ

2105 大谷　展美  1:05:55102 長崎県ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾐ

2065 永淵　真弓  1:06:04103 福岡県ﾅｶﾞﾌﾁ ﾏﾕﾐ

2037 溝口 萌  1:06:08104 福岡県ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾓｴ

2036 中村 里来  1:06:14105 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ

2091 菅波　恵里奈  1:06:14106 ｽｶﾞﾅﾐ ｴﾘﾅ

2042 三好 由美子  1:06:50107 福岡県ﾐﾖｼ ﾕﾐｺ

2155 佐藤　唯  1:07:01108 ｻﾄｳ ﾕｲ

2041 糸村 みどり  1:07:08109 沖縄県ｲﾄﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ

2151 内田　有伽子  1:07:15110 ｳﾁﾀﾞ ﾕｶｺ

2039 前田 美保  1:07:16111 長崎県ﾏｴﾀﾞ ﾐﾎ

2159 和田 美奈子  1:07:24112 福岡県ﾜﾀﾞ ﾐﾅｺ

2127 山下　舞  1:07:28113 熊本県ﾔﾏｼﾀ ﾏｲ

2128 俵　奈々恵  1:07:28114 熊本県ﾀﾜﾗ ﾅﾅｴ

2146 柳　優香里  1:07:35115 ﾔﾅｷﾞ ﾕｶﾘ

2207 川田 智子  1:07:43116 福岡県ｶﾜﾀ ﾄﾓｺ

2074 藤原　淨香  1:08:01117 ﾌｼﾞﾊﾗ ｷﾖｶ

2145 柾　真奈美  1:08:01118 ﾏｻｷ ﾏﾅﾐ

2077 荒木　美帆  1:08:03119 ｱﾗｷ ﾐﾎ

2073 山崎　望  1:08:26120 ﾔﾏｻｷ ﾉｿﾞﾐ

2114 山下　円  1:08:26121 長崎県ﾔﾏｼﾀ ﾏﾄﾞｶ

2096 千綿寛美  1:08:37122 佐賀県ﾁﾜﾀﾋﾛﾐ

2013 山下 沙保里  1:09:08123 長崎県ﾔﾏｼﾀ ｻｵﾘ

2115 林田　愛弥  1:09:28124 長崎県ﾊﾔｼﾀﾞ ｱﾔ

2225 松永弥生  1:09:28125 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾖｲ

2169 伊東 真紀  1:09:35126 熊本県ｲﾄｳ ﾏｷ

2028 田坂 寿賀子  1:09:37127 山口県ﾀｻｶ ｽｶﾞｺ

2094 野原 祐子  1:09:41128 長崎県ﾉﾊﾗ ﾕｳｺ

2064 青木　亜希子  1:10:06129 長崎県ｱｵｷ ｱｷｺ

2190 肉丸 翔子  1:10:11130 長崎県ﾆｸﾏﾙ ｼｮｳｺ

2087 西田　真喜  1:10:14131 ﾆｼﾀﾞ ﾏｷ

2086 迎　友梨  1:10:14132 ﾑｶｴ ﾕﾘ

2084 黒崎　美紗子  1:10:16133 ｸﾛｻｷ ﾐｻｺ

2020 黒崎 明子  1:10:16134 福岡県ｸﾛｻｷ ｱｷｺ

2043 松本 景子  1:10:21135 熊本県ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺ

2018 長砂 志保  1:10:23136 山口県ﾅｶﾞｽﾅ ｼﾎ

2185 太田 美紀  1:10:33137 長崎県ｵｵﾀ ﾐｷ

2047 徳久　麻利子  1:10:35138 長崎県ﾄｸﾋｻﾏﾘｺ

2219 北島 沙也加  1:10:46139 佐賀県ｷﾀｼﾞﾏ ｻﾔｶ

2038 古川 明日香  1:11:26140 福岡県ﾌﾙｶﾜ ｱｽｶ

2120 本田　裕紀子  1:11:29141 福岡県ﾎﾝﾀﾞ ﾕｷｺ

2165 松尾 佐貴子  1:11:29142 佐賀県ﾏﾂｵ ｻｷｺ

2199 中野 初美  1:11:49143 長崎県ﾅｶﾉ ﾊﾂﾐ

2085 山田　沙耶佳  1:12:11144 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ

2107 木下　ナオミ  1:12:33145 長崎県ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ

2133 本田　久美子  1:12:37146 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾐｺ

2010 大北 美重子  1:13:18147 徳島県ｵｵｷﾀ ﾐｴｺ

2143 古賀　亜紀子  1:13:21148 ｺｶﾞ ｱｷｺ

2023 陣内 亜由美  1:13:32149 佐賀県ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｱﾕﾐ

2022 岡 優希  1:13:33150 佐賀県ｵｶ ﾕｳｷ
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地区名
10ｋｍ女子

氏名カナ
2178 粒崎 佐央里  1:13:39151 長崎県ﾂﾌﾞｻｷ ｻｵﾘ

2213 城 美紀  1:13:54152 佐賀県ｼﾞｮｳ ﾐｷ

2103 渡辺　晴美  1:13:54153 福岡県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾐ

2104 江下　早苗  1:13:54154 佐賀県ｴｼﾀ ｻﾅｴ

2019 畑村 霞  1:14:00155 長崎県ﾊﾀﾑﾗ ｶｽﾐ

2102 仲光　美紀  1:14:02156 熊本県ﾅｶﾐﾂ ﾐｷ

2060 生塚　智子  1:14:13157 福岡県ｲｷﾂｶ ﾄﾓｺ

2063 三小田　美穂  1:14:14158 福岡県ｻﾝｺﾀﾞ ﾐﾎ

2110 田中　まり  1:14:51159 長崎県ﾀﾅｶ ﾏﾘ

2206 川田 由佳里  1:14:56160 佐賀県ｶﾜﾀ ﾕｶﾘ

2131 江口　舞  1:15:31161 ｴｸﾞﾁ ﾏｲ

2095 北川 恵美子  1:16:04162 山口県ｷﾀｶﾞﾜ ｴﾐｺ

2149 粟井　萌絵  1:16:10163 ｱﾜｲ ﾓｴ

2088 ホレバ　ヤナ  1:16:11164 ﾎﾚﾊﾞ ﾔﾅ

2005 井上 佳子  1:16:33165 福岡県ｲﾉｳｴ ｹｲｺ

2171 北澤 葉央子  1:16:47166 佐賀県ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｳｺ

2126 城島　愛  1:17:11167 長崎県ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾏﾅ

2124 牟田　亜理沙  1:17:11168 長崎県ﾑﾀ ｱﾘｻ

2209 森田 真菜  1:17:21169 長崎県ﾓﾘﾀ ﾏﾅ

2051 内山 ひとみ  1:17:42170 佐賀県ｳﾁﾔﾏ ﾋﾄﾐ

2075 金城　与理子  1:17:56171 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾖﾘｺ

2210 樋口 みほこ  1:18:44172 佐賀県ﾋｸﾞﾁ ﾐﾎｺ

2201 鳥羽 かおり  1:19:01173 福岡県ﾄﾊﾞ ｶｵﾘ

2218 田中 美由紀  1:19:01174 福岡県ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ

2056 山田　里子  1:19:02175 福岡県ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｺ

2212 井本 るみ子  1:19:02176 福岡県ｲﾓﾄ ﾙﾐｺ

2093 下田 美奈子  1:19:34177 熊本県ｼﾓﾀﾞ ﾐﾅｺ

2048 松雪 愛  1:20:00178 佐賀県ﾏﾂﾕｷ ﾒｸﾞﾐ

2050 中村 靖子  1:20:00179 佐賀県ﾅｶﾑﾗ ｾｲｺ

2059 新羽　恵理子  1:20:19180 大阪府ﾆﾜ ｴﾘｺ

2152 桑原　詩織  1:21:09181 ｸﾜﾊﾗ ｼｵﾘ

2106 小野　佳代子  1:21:16182 長崎県ｵﾉ ｶﾖｺ

2003 松尾 幸恵  1:22:00183 東京都ﾏﾂｵ ﾕｷｴ

2015 西原 朋子  1:23:20184 熊本県ﾆｼﾊﾗ ﾄﾓｺ

2188 本多 素子  1:23:22185 福岡県ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｺ

2049 山下 信子  1:25:18186 長崎県ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞｺ

2150 藤田　栞  1:25:40187 ﾌｼﾞﾀ ｼｵﾘ

2160 伊藤 もと子  1:26:01188 佐賀県ｲﾄｳ ﾓﾄｺ

2014 横尾 由紀子  1:26:01189 佐賀県ﾖｺｵ ﾕｷｺ

2092 丸田 弘恵  1:26:13190 長崎県ﾏﾙﾀ ﾋﾛｴ

2121 有田　希美  1:27:39191 佐賀県ｱﾘﾀ ﾉｿﾞﾐ

2135 久松　薫  1:28:39192 ﾋｻﾏﾂ ｶｵﾙ
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