
第6回中能登トレジャートレイルラン 2019年11⽉3⽇
ファンタジーコース13km⼥⼦
順位 No. 氏名 FINISH所属ﾌﾘｶﾞﾅ 参加地域

2502 ⾕⼝　恵理 1:53:081 ﾀﾆｸﾞﾁ ｴﾘ 白山市
2573 福久　みき 1:53:242 ﾌｸﾋｻ ﾐｷ 白山市
2534 田中　情 1:53:243 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ ⾦沢市
2527 ⾚⼟　律⼦ 1:54:294 ｼｬｸﾄﾞ ﾘﾂｺ ⾦沢市
2538 ⼩林　⿇⾥ 1:56:365 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 神奈川県
2535 宮崎　由⾥圭 2:01:566 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ 野々市市
2529 ⼩山　幸⼦ 2:04:017 ｺﾔﾏ ｻﾁｺ ⼩松市
2545 塚田　真美 2:05:108 ﾂｶﾀﾞ ﾏﾐ ⾦沢市
2504 三角　安代 2:06:319 ﾐｽﾐ ﾔｽﾖ 津幡町
2567 山川　⾥⼦ 2:09:2110 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｺ ⾦沢市
2572 羽間　由佳 2:10:4511 ﾊｻﾞﾏ ﾕｶ 大阪府
2542 道下　直美 2:10:4712 ﾐﾁｼﾀ ﾅｵﾐ 輪島市
2510 宮井　聖佳 2:15:2413 ﾐﾔｲ ｾｲｶ 愛知県
2558 仲泉　優 2:16:5514 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾕｳ 内灘町
2569 今井　恵美 2:22:1315 ｲﾏｲ ｴﾐ ⾦沢市
2533 鈴⽊　直美 2:24:2016 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ ⾦沢市
2536 ⼩田　千尋 2:25:3417 ｵﾀﾞ ﾁﾋﾛ ⾦沢市
2561 喜多　明⼦ 2:25:4818 ｷﾀ ｱｷｺ 能美市
2570 穴倉　久惠 2:26:1519 ｱﾅｸﾗ ﾋｻｴ 富山県
2547 齊藤　秀香 2:26:3920 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｶ 岐阜県
2556 水⼝　花惠⼦ 2:27:4421 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶｴｺ 奈良県
2552 江尻　千賀⼦ 2:28:3822 ｴｼﾞﾘ ﾁｶｺ 富山県
2550 永山　昌⼦ 2:29:1623 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏｻｺ 三重県
2551 大畠　知⼦ 2:30:0024 ｵｵﾊﾞﾀｹ ﾄﾓｺ 京都府
2568 山縣　明⼦ 2:30:1225 ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｷｺ 京都府
2514 平山　香織 2:31:1326 ﾋﾗﾔﾏ ｶｵﾘ ⾦沢市
2518 ⾦⽊　千春 2:33:2827 ｶﾈｷ ﾁﾊﾙ かほく市
2532 柿澤　優⼦ 2:35:2428 ｶｷｻﾞﾜ ﾕｳｺ ⾦沢市
2526 国分　恵⼦ 2:37:1029 ｺｸﾌﾞ ｹｲｺ 七尾市
2519 澤田　広美 2:39:5730 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐ ⾦沢市
2505 坂⼝　陽音 2:40:0031 スギコウｻｶｸﾞﾁ ﾊﾙﾈ 中能登町
2549 錦⽊　和美 2:40:4932 ﾆｼｷ ｶｽﾞﾐ ⾦沢市
2525 浦島　彩友⾥ 2:41:4633 ｳﾗｼﾏ ｻﾕﾘ 富山県
2540 佐藤　百合⼦ 2:42:3834 ｻﾄｳ ﾕﾘｺ ⾦沢市
2506 寺野　友⼦ 2:42:5635 ﾃﾗﾉ ﾄﾓｺ 七尾市
2520 宿⾕　紀⼦ 2:44:0336 ｼｭｸﾀﾆ ﾉﾘｺ 七尾市
2571 松田　真由美 2:44:2837 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾕﾐ ⾦沢市
2528 田中　涼⼦ 2:47:0938 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺ ⾦沢市
2530 和泉　美雪 2:47:1439 ｲｽﾞﾐ ﾐﾕｷ ⾦沢市
2517 松岡　清美 2:47:4040 ﾏﾂｵｶ ｷﾖﾐ 羽咋市
2524 ⼩田　美智⼦ 2:51:3441 ｵﾀﾞ ﾐﾁｺ 東京都
2548 ⼩林　由香⾥ 2:51:4742 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ 福井県
2544 下影　妃佐⼦ 2:53:0943 ｼﾓｶｹﾞ ﾋｻｺ 福井県
2543 塩⾕　京⼦ 2:54:5644 ｼｵﾀﾆ ｷｮｳｺ 七尾市
2555 ⽊下　美也⼦ 2:54:5645 ｷﾉｼﾀ ﾐﾔｺ 七尾市
2537 藤澤　多美⼦ 2:58:3846 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾐｺ ⾦沢市
2541 四尾　朋代 2:58:5447 ｼｵ ﾄﾓﾖ ⾦沢市
2523 角　由⾥ 2:59:0748 ｶﾄﾞ ﾕﾘ 津幡町
2509 濱田　満美⼦ 2:59:5049 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾐｺ 神奈川県
2512 井上　直美 3:00:5250 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾐ 白山市
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2554 ペニェーラ　グラディス 3:01:0051 ﾍﾟﾆｪｰﾗ ｸﾞﾗﾃﾞｨｽ 七尾市
2563 桶　悦⼦ 3:02:0252 ｵｹ ｴﾂｺ ⾦沢市
2539 今井　由香⾥ 3:02:5953 ｲﾏｲ ﾕｶﾘ 福井県
2513 岡島　⾥佳 3:03:0654 ｵｶｼﾞﾏ ﾘｶ 中能登町
2559 増田　孝⼦ 3:03:3755 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｺ 神奈川県
2562 ⻘山　可名 3:05:0256 ｱｵﾔﾏ ｶﾅ 羽咋市
2566 松本　栄美⼦ 3:05:1657 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐｺ 羽咋市
2564 竹内　晶⼦ 3:12:1258 ﾀｹｳﾁ ｱｷｺ 神奈川県
2501 古玉いづみ 3:12:1359 ｺﾀﾏ ｲﾂﾞﾐ 中能登町
2503 古玉　路⼦ 3:12:5560 ｺﾀﾏ ﾐﾁｺ 中能登町
2565 岩島　美和 3:13:5361 ｲﾜｼﾏ ﾐﾜ ⾦沢市
2522 ⾕内　⿇紀 3:15:1762 ﾔﾁ ﾏｷ ⾦沢市
2560 池田　雅代 3:16:0163 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾖ ⾦沢市
2553 堀内　幸代 3:16:0164 ﾎﾘｳﾁ ｻﾁﾖ ⾦沢市
2521 素野　浪千代 3:42:5365 ｿﾉ ﾅﾐﾁﾖ かほく市
2507 ⻫藤　⿇美 ｻｲﾄｳ ﾏﾐ ⾦沢市DNS
2508 原　優美⼦ ﾊﾗ ﾕﾐｺ 志賀町DNS
2511 眞坂　藍 ﾏｻｶ ｱｲ 愛知県DNS
2515 八田　真澄 ﾊｯﾀ ﾏｽﾐ 滋賀県DNS
2516 瀧本　真紀 ﾀｷﾓﾄ ﾏｷ 七尾市DNS
2531 藤田　ひとみ ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄﾐ 野々市市DNS
2546 徳田　幸⼦ ﾄｸﾀﾞ ﾕｷｺ ⾦沢市DNS
2557 中⻄　鮎美 ﾅｶﾆｼ ｱﾕﾐ ⾦沢市DNS
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