
- 第1回　くだまつ笠戸島アイランドトレイル -

28km 女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/2/14

スタート： -

会場: 山口県下松市笠戸島

主催: くだまつ笠戸島ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾚｲﾙ実行委員会

3時間14分32秒1 宮﨑 喜美乃512 ミヤザキキミノ

3時間24分56秒2 ドールティー リア015 ドールティー リア

3時間40分20秒3 大下 美佐子054 オオシタ ミサコ

3時間45分51秒4 常田 めぐみ066 トキタ メグミ

3時間47分09秒5 坂根 三保069 サカネ ミホ

3時間48分48秒6 中島 陽子032 ナカジマ ヨウコ

3時間58分13秒7 川上奈々525 かわかみなな

4時間10分38秒8 マーチン ウイトネイ038 マーチン ウイトネイ

4時間15分08秒9 横井 八重子127 ヨコイ ヤエコ

4時間20分59秒10 岡　律子552 ｵｶ ﾘﾂｺ

4時間33分05秒11 奥田 千恵105 オクダ チエ

4時間38分13秒12 池野 みのり123 イケノ ミノリ

4時間47分31秒13 相原 千尋193 アイバラ チヒロ

4時間50分15秒14 山本 かおり153 ヤマモト カオリ

4時間52分53秒15 米澤 佳愛133 ヨネザワ ヨシエ

4時間54分18秒16 宮内 朋子347 ミヤウチ トモコ

4時間55分34秒17 三浦 史香306 ミウラ フミカ

4時間57分59秒18 山崎 美加代304 ヤマサキ ミカヨ

5時間07分08秒19 三好礼子513 ミヨシレイコ

5時間09分55秒20 余語 由美子241 ヨゴ ユミコ

5時間11分28秒21 亀井 美予子312 カメイ ミヨコ

5時間16分43秒22 山室 千里440 ヤマムロ チサト

5時間18分46秒23 柴川 久美子176 シバカワ クミコ

5時間23分35秒24 小村 直子183 コムラ ナオコ

5時間25分07秒25 石村 貴子369 イシムラ タカコ

5時間25分35秒26 田代 祐子387 タシロ ユウコ

5時間26分19秒27 沼 千裕398 ヌマ チヒロ

5時間26分48秒28 守屋 百合子365 モリヤ ユリコ

5時間28分59秒29 森脇 豊美404 モリワキ トヨミ

5時間34分57秒30 曽我 清子405 ソガ キヨコ

5時間35分14秒31 岡田 亜由美469 オカダ アユミ

5時間36分59秒32 村岡 美紀507 ムラオカ ミキ

5時間38分09秒33 久保 菜穂185 クボ ナホ

5時間40分05秒34 山崎麻里518 やまさきまり

5時間40分05秒35 藤本恵美519 ふじもとえみ

5時間44分15秒36 荒井 育子188 アライ イクコ

5時間44分22秒37 武田 尚美436 タケダ ナオミ

5時間44分53秒38 金田 早苗303 カネダ サナエ

5時間45分19秒39 正岡 羊子178 マサオカ ヨウコ

5時間47分25秒40 重吉 未来子338 シゲヨシ ミキコ

5時間49分26秒41 長江 弘子240 ナガエ ヒロコ

5時間51分50秒42 原 志都子491 ハラ シヅコ

5時間52分16秒43 岩田 萌428 イワタ モエ

6時間04分03秒44 小田 亜紀恵332 オダ アキエ

6時間05分10秒45 山田 涼子457 ヤマダ リョウコ

6時間05分57秒46 大久保 都441 オオクボ ミヤコ

6時間16分14秒47 松金 美穂196 マツカネ ミホ

6時間17分45秒48 磯部 面里202 イソベ カオリ

6時間22分44秒49 高藤 綾373 タカフジ アヤ

6時間28分07秒50 田熊 光菜420 タグマ ミツナ

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- 第1回　くだまつ笠戸島アイランドトレイル -

28km 女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/2/14

スタート： -

会場: 山口県下松市笠戸島

主催: くだまつ笠戸島ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾚｲﾙ実行委員会

6時間33分40秒51 永戸 あゆみ439 ナガト アユミ

6時間33分40秒52 大谷 美貴438 オオタニ ミキ

6時間39分07秒53 鈴木 敬子371 スズキ ケイコ

6時間39分30秒54 八代幸子522 やしろさちこ

6時間40分35秒55 原田 美亜393 ハラダ ミア

6時間45分55秒56 林 眞理子489 ハヤシ マリコ

6時間52分22秒57 栗栖 綾乃455 クリス アヤノ

6時間59分35秒58 安田 淳472 ヤスダ ジュン

7時間01分07秒59 寺西 祐美453 テラニシ ユミ

7時間10分05秒60 島田 佐織429 シマダ サオリ

7時間23分58秒61 岡村 亜子443 オカムラ アコ

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会


