
第5回中能登トレジャートレイルラン 2018年11⽉4⽇
ゴールドコース25km⼥⼦
順位 No. 氏名 FINISH所属ﾌﾘｶﾞﾅ 参加地域 A1石動山

1528 折⼾　⼩百合 2:34:381 ジュピターRCｵﾘﾄ ｻﾕﾘ 津幡町 1:40:34
1534 大野　香織 2:42:082 ジュピターRCｵｵﾉ ｶｵﾘ ⾦沢市 1:46:29
1536 宮本　一美 2:46:533 ジュピターRCﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 内灘町 1:48:49
1552 道下　恵 2:47:324 ﾐﾁｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 七尾市 1:45:55
1586 棚田　のぞみ 2:51:365 滋賀陸協ﾀﾅﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 滋賀県 1:51:47
1562 中村　和美 3:02:036 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ ⾦沢市 1:56:39
1579 田中　香 3:03:217 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ 新潟県 2:02:08
1507 高野　ひとみ 3:04:338 とっとと．はしRUN会ﾀｶﾉ ﾋﾄﾐ ⾦沢市 2:02:14
1583 ⼩川　麻衣子 3:05:229 ｵｶﾞﾜ ﾏｲｺ ⾦沢市 2:02:27
1571 寺田　明美 3:10:3310 ﾃﾗﾀﾞ ｱｹﾐ ⾦沢市 2:02:23
1529 いとう　陽子 3:14:1011 ｲﾄｳ ﾖｳｺ 福井県 2:02:00
1580 荒牧　寛子 3:14:2712 ｱﾗﾏｷ ﾋﾛｺ 七尾市 2:03:20
1567 中橋　光恵 3:14:3113 Awakeﾅｶﾊｼ ﾐﾂｴ 白山市 2:06:30
1570 福久　みき 3:15:1614 ﾌｸﾋｻ ﾐｷ 白山市 2:05:05
1502 角　妙子 3:17:1515 ｶﾄﾞ ﾀｴｺ ⼩松市 2:04:43
1559 上坂　晏未 3:22:4616 ｳｴｻｶ ｱﾐ 富山県 2:10:18
1592 古木　三紀子 3:23:1217 エアーズﾌﾙｷ ﾐｷｺ 富山県 2:10:41
1545 本⻄　由美子 3:23:5618 ﾓﾄﾆｼ ﾕﾐｺ ⾦沢市 2:14:29
1550 ⻄田　恵 3:25:4319 ﾆｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 七尾市 2:10:51
1577 中川　絵⾥子 3:26:0520 ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾘｺ 東京都 2:15:26
1554 渡辺　穂奈美 3:26:4021 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾅﾐ 七尾市 2:14:30
1560 ⽮澤　鈴代 3:26:4822 ﾔｻﾞﾜ ｽｽﾞﾖ ⾦沢市 2:09:41
1578 古川　貴美代 3:27:3623 ﾌﾙｶﾜ ｷﾐﾖ 富山県 2:16:21
1574 橋田　直美 3:28:3924 ﾊｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 東京都 2:16:39
1539 森　真澄 3:29:2725 ﾓﾘ ﾏｽﾐ 七尾市 2:16:04
1527 井上　香保⾥ 3:31:5926 ｲﾉｳｴ ｶｵﾘ ⾦沢市 2:16:09
1542 松岡　光代 3:32:1427 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾖ 福井県 2:19:35
1533 吉村　由香 3:35:1628 ﾖｼﾑﾗ ﾕｶ 野々市市 2:13:18
1587 谷内田　真衣 3:39:0129 ﾔﾁﾀﾞ ﾏｲ 中能登町 2:20:29
1588 ⾚坂　留美子 3:40:0730 ｱｶｻｶ ﾙﾐｺ かほく市 2:11:46
1503 川上　愛絵 3:42:3131 ｶﾜｶﾐ ﾏﾅｴ 七尾市 2:21:21
1501 道　係子 3:44:5632 ﾐﾁ ｹｲｺ 能美市 2:22:06
1568 ⻫田　美樹 3:46:4933 ｻｲﾀﾞ ﾐｷ ⾦沢市 2:25:13
1535 谷内　幸子 3:47:1934 ﾔﾁ ﾕｷｺ 白山市 2:25:56
1516 荒木　恵美子 3:49:3835 ｱﾗｷ ｴﾐｺ 静岡県 2:31:30
1581 沖　静佳 3:54:0236 ｵｷ ｾｲｶ 野々市市 2:17:57
1548 中嶋　あゆみ 3:54:0337 ﾅｶｼﾏ ｱﾕﾐ 輪島市 2:29:15
1590 ⻨元　美⾥ 3:54:2138 ﾑｷﾞﾓﾄ ﾐｻﾄ かほく市 2:33:07
1543 山崎　賀代子 3:54:2839 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾖｺ 富山県 2:32:57
1526 井坂　宏美 3:54:3540 ｲｻｶ ﾋﾛﾐ 白山市 2:26:30
1522 遠藤　早希 3:54:4841 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ 新潟県 2:24:28
1523 遠藤　有希 3:54:4842 ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾝﾄﾞｳｻｷ 新潟県 2:24:28
1547 濱田　真紀子 3:56:1243 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 中能登町 2:26:40
1541 中村　町子 3:56:1444 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁｺ ⾦沢市 2:29:05
1557 丹⽻　まり子 3:56:5345 ﾆﾜ ﾏﾘｺ ⾦沢市 2:30:49
1530 杉岡　陽子 3:57:0346 ｽｷﾞｵｶ ﾖｳｺ 能美市 2:32:21
1589 土井　恵子 4:01:0447 ﾄﾞｲ ｹｲｺ 東京都 2:32:13
1582 米田　裕子 4:05:5348 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｺ 富山県 2:36:50
1576 前　美穂 4:07:2349 ﾏｴ ﾐﾎ 白山市 2:39:47
1564 福田　真実 4:09:5150 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾐ 福井県 2:36:42
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1532 東條　薫 4:11:4451 ﾄｳｼﾞｮｳ ｶｵﾙ 神奈川県 2:43:42
1563 北⼝　ひとみ 4:12:3552 ｷﾀｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 京都府 2:40:59
1549 浦辺　美由紀 4:13:4753 ｳﾗﾍﾞ ﾐﾕｷ 七尾市 2:41:43
1508 前田　花子 4:13:5354 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅｺ ⾦沢市 2:41:59
1515 田畑　千代子 4:14:1555 ﾀﾊﾞﾀ ﾁﾖｺ ⾦沢市 2:43:36
1573 石川　牧子 4:17:5056 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ 京都府 2:45:38
1591 福田　えりか 4:20:3957 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｶ ⾦沢市 2:46:56
1561 得能　栄子 4:21:0758 ﾄｸﾉ ｴｲｺ ⾦沢市 2:36:27
1519 柿澤　優子 4:22:5959 ｶｷｻﾞﾜ ﾕｳｺ ⾦沢市 2:44:22
1558 寺野　友子 4:26:0460 ﾃﾗﾉ ﾄﾓｺ 七尾市 2:49:07
1556 梅澤　玲子 4:30:1561 ｳﾒｻﾞﾜ ﾚｲｺ ⾦沢市 2:50:24
1551 奥村　玲子 4:30:3562 ｵｸﾑﾗ ﾚｲｺ 奈良県 2:48:50
1517 ⼩林　睦美 4:30:3563 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 大阪府 2:48:51
1505 昔農　康子 4:30:4864 ｾｷﾉ ﾔｽｺ ⾦沢市 2:47:17
1521 前田　侑佳 4:31:5665 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｶ 岐阜県 2:52:04
1504 松谷　陽子 4:35:5566 ﾏﾂﾔ ﾖｳｺ ⾦沢市 2:53:54
1511 遠⽔　香⾥ 4:40:3167 ﾄｵﾐｽﾞ ｶｵﾘ ⾦沢市 2:55:06
1524 池田　育代 4:46:0468 ｲｹﾀﾞ ｲｸﾖ 富山県 2:57:40
1593 佐藤　穂波 4:51:4969 ｻﾄｳ ﾎﾅﾐ 内灘町 2:58:28
1506 敞田　公子 ｼｮｳﾀﾞ ｷﾐｺ 中能登町DNF 3:31:34
1512 漆原　陽子 ｳﾙｼﾊﾗ ﾖｳｺ 中能登町DNF 3:32:36
1518 加納　美津子 ｶﾉｳ ﾐﾂｺ ⾦沢市DNF 3:31:34
1525 大塚　明子 ｵｵﾂｶ ｱｷｺ 千葉県DNF 3:03:44
1531 角　由⾥ ｶﾄﾞ ﾕﾘ 津幡町DNF 3:17:43
1538 宮﨑　真⾥江 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾘｴ 加賀市DNF 2:28:21
1540 木村　朱⾥ ｷﾑﾗ ｱｶﾘ ⾦沢市DNF 3:06:37
1546 馬場　夏実 ﾊﾞﾊﾞ ﾅﾂﾐ 七尾市DNF 3:06:31
1585 大⻄　由⾥江 ｵｵﾆｼ ﾕﾘｴ 中能登町DNF 3:07:59
1509 福田　和歌子 TRIATHLON☆ひかﾌｸﾀﾞ ﾜｶｺ ⾦沢市DNS
1510 川田ちづる ｶﾜﾀ ﾁｽﾞﾙ ⾦沢市DNS
1513 木下　ちづる ルネRCｷﾉｼﾀ ﾁﾂﾞﾙ 大阪府DNS
1514 安田　由布子 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺ ⾦沢市DNS
1520 若山　さと美 ﾜｶﾔﾏ ｻﾄﾐ 東京都DNS
1537 近藤　明子 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ 福井県DNS
1544 居島　史織 ｲｼﾞﾏ ｼｵﾘ 富山県DNS
1553 東風　良子 ﾋｶﾞｼｶｾﾞ ﾖｼｺ ⾦沢市DNS
1555 玉邑　宏美 ﾀﾏﾑﾗ ﾋﾛﾐ 福井県DNS
1565 北澤　佑美 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾐ 七尾市DNS
1566 坂井　悠美 ｻｶｲ ﾕｳﾐ 白山市DNS
1569 藤原　⾥絵子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｴｺ ⾦沢市DNS
1572 八津川　陽子 ﾔﾂｶﾜ ﾖｳｺ 大阪府DNS
1575 佐藤　妙子 ｻﾄｳ ﾀｴｺ 愛知県DNS
1584 松村　真由美 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾕﾐ ⾦沢市DNS

Timing & Result By 計測工房凡例　TO︓ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ　DNF︓途中棄権　DNS︓未出⾛


