
 Nagoya Women's Marathon 2019 スタートリスト 2019/3/10Print9:24

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 所属団体 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 所属団体
1 バラリー・ジェメリ KEN ケニア 9 福士　加代子 京都 ワコール
2 ビシリン・ジェプケショ KEN ケニア 10 ＊ 前田　彩里 大阪 ダイハツ
3 モニカ・ジェプコエチ KEN ケニア 11 ☆ 岩出　玲亜 東京 アンダーアーマー
4 ヘラリア・ジョハネス NAM ナミビア 12 ＊ 上原　美幸 東京 第一生命グループ
5 サラ・ドッセーナ ITA イタリア 13 ＊ 下門　美春 埼玉 埼玉陸協
6 メセレト・デファー ETH エチオピア 14 ＊ 吉冨　博子 佐賀 メモリード
7 レイチェル・クリフ CAN カナダ 15 ＊ 上杉　真穂 千葉 スターツ
8 エリー・パシュリー AUS オーストラリア

PACE1 ステラ・バーソシオ KEN ケニア PACE4 シニード・ダイバー AUS オーストラリア
PACE2 カミール・バスコム NZL ニュージーランド PACE5 ベティ・チェプレティング KEN ケニア
PACE3 エディス・チェリモ KEN ケニア

101 石井　寿美 群馬 ヤマダ電機 121 細田　あい 大阪 ダイハツ
102 ＊ 阿部　有香里 埼玉 しまむら 122 松山　芽生 兵庫 ノーリツ
103 ＊ 吉田　香織 埼玉 TeamR×Ｌ 123 宮内　宏子 北海道 ホクレン
DNS 今田　麻里絵 大阪 岩谷産業 124 佐藤　奈々 千葉 スターツ
105 ＊ 沼田　未知 愛知 豊田自動織機 125 新井　沙紀枝 熊本 肥後銀行
106 竹地　志帆 群馬 ヤマダ電機 126 中村　瑠花 愛知 小島プレス
107 ＊ 池満　綾乃 鹿児島 鹿児島銀行 127 野添　佑莉 東京 三井住友海上
108 津崎　紀久代 兵庫 ノーリツ DNS 大樽　瑞葉 兵庫 神戸学院大
109 ＊ 谷本　観月 岡山 天満屋 DNS アドリアナ・ダシルバ BRA ブラジル
110 李　芷萱 CHN 中国 130 新立　啓乃 兵庫 ノーリツ
111 バウティレネ・ドスサントスシルバ BRA ブラジル 131 クリスティン・カルマー RSA 南アフリカ
112 床呂　沙紀 鹿児島 京セラ 132 ソフィ・ライアン AUS オーストラリア
113 水口　侑子 三重 デンソー 133 アリス･メーソン NZL ニュージーランド
114 赤坂　よもぎ 埼玉 埼玉医科大学G 134 宮内　洋子 北海道 ホクレン

135 藤澤　舞 北海道 札幌エクセルAC
116 水口　瞳 静岡 大阪学院大
117 堀江　美里 兵庫 ノーリツ DNS 菊地　優子 北海道 ホクレン
118 アンドレイア・エッセル BRA ブラジル DNS 大蔵　玲乃 北海道 ホクレン
119 藤本　彩夏 鹿児島 京セラ 139 西田　美咲 広島 エディオン
120 松田　杏奈 鹿児島 京セラ 140 橋本　奈海 東京 三井住友海上

141 椎名　永果 富山 MT.祭ばやし 161 篠﨑　理紗 埼玉 不動岡クラブ
142 文村　美和 福岡 福岡陸協 162 中村　美香 東京 東京陸協
143 ケリー・ホッジ AUS オーストラリア DNS 田中　千洋 兵庫 アスレックRC
144 大峽　英里 富山 YGRC 164 中島　麻貴恵 千葉 千葉陸協
DNS 石本　恵里香 福岡 福岡市消防局 165 中山　苑香 大阪 輝走倶楽部
146 楠瀬　祐子 東京 東京陸協 166 石川　奈都子 東京 青梅市陸協
147 乗松　祐里 神奈川 MMナイトラン 167 前田　美江 鹿児島 ナンチク
148 川上　わかば 兵庫 ノーリツ DNS 山神　由佳 三重 三重陸協
149 和久　夢来 千葉 ユニバーサル DNS 大久保　絵里 東京 東京陸協
150 永尾　薫 東京 三田飲料 170 青山　由佳 神奈川 クレスト
151 川内　理江 徳島 大塚製薬 171 兼松　藍子 埼玉 TEAM R×L
DNS 納　麻美 大阪 ナイトランAC 172 加藤　綾子 東京 東京陸協
153 冨田　光江 愛知 富士松AC 173 川上　さくら 兵庫 ノーリツ
154 米谷　利佳 愛知 庄内ＲＴ 174 片岡　秀美 高知 大阪芸術大
DNS 河村　奈津紀 愛知 トヨタSC 175 坂口　真子 静岡 慶應義塾大
156 廣瀬　光子 東京 東京ＷＩＮＧＳ 176 西田　彩花 大阪 京都光華女子大
157 木村　あすみ 岐阜 関体協 DNS 清水　美穂 北海道 ホクレン
158 安里　真梨子 沖縄 らんさぽ 178 岡田　奈巳 三重 三重陸協
159 宮本　美織子 山口 光市陸協 179 小林　美香 長野 長野市陸協
160 村田　さやか 兵庫 神戸市陸協 180 馬渕　裕子 岐阜 関体協

181 佐野　亜弓 三重 Run feet 201 道振　瑞葵 神奈川 慶應三四会
182 田代　紀子 東京 ｅＡ東京 202 三枝　祐佳 山梨 甲府市陸協
183 見藤　恵 岡山 岡山陸協 203 野田　ひろみ 愛知 庄内ＲＴ
184 花岡　洋子 福岡 博多陸友会 204 山﨑　絵里子 東京 ＡＱＲＣ
185 浅原　かおり 静岡 SMILEY 205 髙木　利枝 千葉 RUNWEB
186 河野　千鶴 東京 内田治療院AC 206 松野　真帆 愛知 安城快足AC
187 柿沼　久代 東京 Team Okojo DNS キ・ワンウェン USA アメリカ
188 馬込　千帆 静岡 静岡県立大 208 坂上　由美子 岐阜 高山陸上
189 加藤　明日美 東京 慶應義塾大 209 山田　千絵 福岡 FRAC北九州
190 安藤　麗美 北海道 札幌陸協 210 坂川　真由美 愛知 AC一宮
DNS 游　雅君 TPE 台湾 211 杉原　有美 東京 早大同
DNS 嶋田　富美子 愛知 愛知陸協 212 的場　知穂 大阪 マラソン王国
193 小嶋　暢子 大阪 若ちゃんFRC 213 佐々木　寿子 東京 東京ＷＩＮＧＳ
194 谷本　茉央 茨城 笠松走友会 214 田島　美加 埼玉 埼玉陸協
195 世古　理恵 三重 ウイラン 215 植木　博子 兵庫 ユニバーSC
196 長坂　恵子 愛知 トヨタSC 216 服部　千秋 愛知 愛知陸協
197 岸野　徳子 三重 Run feet 217 広田　和子 東京 ＴＫＤ－ＢＲＣ
198 森田　真理子 千葉 千葉陸協 218 本山　桃子 東京 東京陸協
199 田端　りん 北海道 ハノハノ陸上部 DNS 義宮　聖美 山口 下関走ろう会
200 佐藤　直美 愛知 Run up 220 宮島　亜希子 東京 ドコモ

221 岡林　聡美 高知 高知陸協
222 大庭　知子 東京 霞ケ丘AC
223 鎌田　沙樹 大阪 大阪長居AC
224 松本　美緒 東京 江戸川区陸協
225 宮本　明子 富山 万葉健友会

Entry DNS Start
Elite Athletes 138 16 122
Pace Maker 5 5

☆：MGC　Finalist 1
＊：Wild card 10


