
第5回中能登トレジャートレイルラン 2018年11⽉4⽇
ファンタジーコース10km⼥⼦
順位 No. 氏名 FINISH所属ﾌﾘｶﾞﾅ 参加地域

2547 福田　菜々子 1:14:581 砺波高校ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 富山県
2549 徳田　幸子 1:31:322 ﾄｸﾀﾞ ﾕｷｺ ⾦沢市
2506 ⾚⼟　律子 1:32:443 ｼｬｸﾄﾞ ﾘﾂｺ ⾦沢市
2529 三田　愛 1:33:104 ﾐﾀ ﾒｸﾞﾐ ⾦沢市
2543 江野本　樹⾥ 1:33:265 Club MSRｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 富山県
2517 野嶽　千春 1:37:396 ﾉﾀﾞｹ ﾁﾊﾙ 富山県
2533 田尻　典子 1:37:557 ﾀｼﾞﾘ ﾉﾘｺ 津幡町
2505 団子石　京子 1:38:518 ﾀﾞﾝｺﾞｲｼ ｷｮｳｺ ⾦沢市
2545 田中　情 1:47:119 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ ⾦沢市
2525 小山　幸子 1:47:2510 ｺﾔﾏ ｻﾁｺ 七尾市
2551 紙尾　朋美 1:48:5611 ｶﾐｵ ﾄﾓﾐ ⾦沢市
2552 谷口　洋子 1:52:2812 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｺ ⾦沢市
2513 国分　恵子 1:54:1713 ｺｸﾌﾞ ｹｲｺ 七尾市
2511 Shimizu　Lacie 1:57:4214 Lacieｼﾐｽﾞ ﾚｲｼ 野々市市
2554 塚田　真美 1:58:2715
2512 REYNOLDS　STEPHANI 2:02:0716 ﾚﾉﾙｽﾞ ｽﾃﾌｧﾆｰ 野々市市
2540 横井　さやか 2:04:1417 ﾖｺｲ ｻﾔｶ 内灘町
2526 水口　花惠子 2:06:4318 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｴｺ 羽咋市
2516 ⻫藤　⿇美 2:08:2119 ｻｲﾄｳ ﾏﾐ ⾦沢市
2514 松岡　清美 2:09:0320 ﾏﾂｵｶ ｷﾖﾐ 羽咋市
2501 川崎　萌子 2:09:0821 ｶﾜｻｷ ﾓｴｺ 七尾市
2504 宿谷　紀子 2:09:2522 ドラゴンボールｼｭｸﾀﾆ ﾉﾘｺ 七尾市
2524 田中　直子 2:10:4023 ﾀﾅｶ ﾅｵｺ 富山県
2550 上野　鏡子 2:11:1424 ｳｴﾉ ｷｮｳｺ 七尾市
2523 ⼟師　容子 2:12:1525 ﾊｼﾞ ﾖｳｺ 白山市
2536 渋谷　かおり 2:13:4226 ｼﾌﾞﾔ ｶｵﾘ 富山県
2510 相川　美也子 2:13:4327 ｱｲｶﾜ ﾐﾔｺ 中能登町
2519 木下　美也子 2:15:5728 ｷﾉｼﾀ ﾐﾔｺ 七尾市
2503 ⻑崎　幸代 2:17:4629 ドラゴンボールﾅｶﾞｻｷ ﾕｷﾖ 七尾市
2542 浜岸　佐知子 2:18:2530 ﾊﾏｷﾞｼ ｻﾁｺ 七尾市
2531 原　優美子 2:18:4231 ﾊﾗ ﾕﾐｺ 志賀町
2541 本吉　朱⾥ 2:19:0232 ﾓﾄﾖｼ ｱｶﾘ 羽咋市
2538 今井　由⾹⾥ 2:25:3333 ｲﾏｲ ﾕｶﾘ 福井県
2534 濱田　満美子 2:26:2234 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾐｺ 神奈川県
2532 福田　弘美 2:26:5035 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾐ 羽咋市
2539 小林　由⾹⾥ 2:27:1336 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ 福井県
2508 谷下　加奈 2:29:0137 ﾀﾆｼﾀ ｶﾅ 小松市
2507 山越　美紗都 2:29:0138 ﾔﾏｺｼ ﾐｻﾄ ⾦沢市
2518 森　⾹代子 2:30:4039 ﾓﾘ ｶﾖｺ 七尾市
2530 谷内　⿇紀 2:35:5040 ﾔﾁ ﾏｷ ⾦沢市
2544 藤本　奈央子 2:37:2641 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｺ 七尾市
2546 勝野　理恵 2:38:0142 ｶﾂﾉ ﾘｴ 白山市
2535 井上　直美 2:38:0843 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾐ 白山市
2515 素野　浪千代 3:06:0044 ｿﾉ ﾅﾐﾁﾖ かほく市
2522 水野　美伊 3:16:5245 ﾐｽﾞﾉ ﾐｲ 志賀町
2521 水野　幸子 3:16:5246 ﾐｽﾞﾉ ｻﾁｺ 志賀町
2553 三輪　はづき 3:20:3747 ﾐﾜ ﾊﾂﾞｷ 小松市
2527 東山　彩子 3:34:24ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｻｲｺ 能美市TO
2502 井上　郁江 ｲﾉｳｴ ｲｸｴ 福井県DNF
2509 十文字　小夏 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ｺﾅﾂ 愛知県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
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2520 飴谷　真紀子 ｱﾒﾀﾆ ﾏｷｺ 中能登町DNS
2528 小川　⿇美 ｵｶﾞﾜ ｱｻﾐ 七尾市DNS
2537 小舘　美⾥ ｺﾀﾞﾁ ﾐｻﾄ 輪島市DNS
2548 木津　みゆき ｷﾂﾞ ﾐﾕｷ 福井県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


