
 

 

 

■ 提供日  令和５年３月５日（日） 

■ 表 題  「鹿児島マラソン２０２３」マラソン女子 1位～100位 

■ 取材対応者  

鹿児島マラソン実行委員会事務局 事務局長 平良 和也 

       ℡225-2601 みなと大通り別館６階 大会本部 

【担当：向原 行星】   
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あなたとわくわく マグマシティ 鹿児島市 

 

鹿児島市 
報道提供資料 

05 速報 



鹿児島マラソン2023

マラソン女子

Print: 1 / 2 ページ Official Timer & Result By RBS

順位 No. 氏 名 氏名カナ 市町村県名 所 属 記 録

1 911 坂川 恋露 ｻｶｶﾞﾜ ｺｺﾛ 鹿児島県 鹿児島銀行 2:38:57

2 802 米倉 まり ﾖﾈｸﾗ ﾏﾘ 東京都 大濠ランナーズ 2:52:13

3 804 吉村 碧葉 ﾖｼﾑﾗ ｱｵﾊﾞ 鹿児島県 スサラ 2:59:20

4 807 川端 英莉 ｶﾜﾊﾞﾀ ｴﾘ 東京都 東京陸上競技協会 3:01:25

5 809 赤池 寛子 ｱｶｲｹ ﾋﾛｺ 熊本県 熊本陸上競技協会 3:07:42

6 10008 舛重 真貴子 ﾏｽｼｹﾞ ﾏｷｺ 福岡県 3:13:17

7 805 齊藤 智恵 ｻｲﾄｳ ﾁｴ 鹿児島県 スサラ 3:14:12

8 10005 新留 真紀 ﾆｲﾄﾞﾒ ﾏｷ 鹿児島県 3:14:56

9 10045 徃住 京子 ﾄｺｽﾞﾐ ｷｮｳｺ 東京都 3:17:49

10 10017 住吉 蘭 ｽﾐﾖｼ ﾗﾝ 鹿児島県 3:19:35

11 10053 多田 百合 ﾀﾀﾞ ﾕﾘ 神奈川県 3:21:49

12 806 新留 礼子 ｼﾝﾄﾞﾒ ﾚｲｺ 鹿児島県 スサラ 3:22:00

13 10023 東別府 希 ﾋｶﾞｼﾍﾞｯﾌﾟ ﾉｿﾞﾐ 鹿児島県 川薩女子 3:26:45

14 10025 廣松 思鶴 ﾋﾛﾏﾂ ｼﾂﾞﾙ 千葉県 3:27:34

15 10009 石川 三枝 ｲｼｶﾜ ﾐｴ 北海道 3:27:48

16 10013 日高 亜里沙 ﾋﾀﾞｶ ｱﾘｻ 鹿児島県 3:27:54

17 10003 立山 沙綾佳 ﾀﾃﾔﾏ ｻﾔｶ 鹿児島県 鹿児島陸協 3:28:28

18 10026 斧渕 真紀 ｵﾉﾌﾞﾁ ﾏｷ 鹿児島県 3:28:48

19 10035 前田 美江 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｴ 広島県 3:29:19

20 801 蔵迫 直美 ｸﾗｻｺ ﾅｵﾐ 鹿児島県 狂犬夜走 鹿児島 3:29:59

21 10043 滿園 美考 ﾐﾂｿﾞﾉ ﾐﾕｷ 長崎県 3:31:12

22 10021 東園 知佳 ﾋｶﾞｼｿﾞﾉ ﾁｶ 鹿児島県 3:32:06

23 815 西村 美和 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾜ 鹿児島県 鹿児島陸協 3:34:00

24 808 池亀 綾実 ｲｹｶﾞﾒ ｱﾔﾐ 大阪府 AC・KITA 3:35:36

25 10041 大久保 ひとみ ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄﾐ 鹿児島県 3:36:30

26 10006 早川 美鈴 ﾊﾔｶﾜ ﾐｽｽﾞ 北海道 3:38:14

27 10012 上久木田 ひとみ ｶﾐｸｷﾀ ﾋﾄﾐ 鹿児島県 3:38:24

28 10049 村山 裕美 ﾑﾗﾔﾏ ﾕﾐ 鹿児島県 3:39:55

29 10015 富奥 裕子 ﾄﾐｵｸ ﾋﾛｺ 鹿児島県 鹿児島マスターズ 3:40:28

30 10033 平原 美佳 ﾋﾗﾊﾗ ﾐｶ 鹿児島県 3:41:37

31 10242 冨永 加奈 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾅ 鹿児島県 3:41:39

32 10507 石田 桜香 ｲｼﾀﾞ ｵｳｶ 京都府 3:42:43

33 10077 山口 祐子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 鹿児島県 3:47:34

34 818 山口 加代子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾖｺ 神奈川県 クラブR2東日本 3:47:53

35 10055 森川 さつき ﾓﾘｶﾜ ｻﾂｷ 熊本県 3:48:05

36 10054 淀川 直美 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾅｵﾐ 熊本県 3:48:47

37 10169 小寺 まどか ｺﾃﾞﾗ ﾏﾄﾞｶ 静岡県 3:49:08

38 10010 高田 恵 ﾀｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鹿児島県 3:49:30

39 10059 安永 いづみ ﾔｽﾅｶﾞ ｲﾂﾞﾐ 鹿児島県 3:49:45

40 10051 浦村 真奈美 ｳﾗﾑﾗ ﾏﾅﾐ 鹿児島県 3:49:46

41 10011 末満 尚子 ｽｴﾐﾂ ﾅｵｺ 鹿児島県 3:49:49

42 10042 鶴丸 民子 ﾂﾙﾏﾙ ﾀﾐｺ 愛知県 3:50:09

43 10154 笹原 香 ｻｻﾊﾗ ｶｵﾘ 鹿児島県 3:50:11

44 10091 宮下 隆子 ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳｺ 鹿児島県 3:50:26

45 10089 全 秀真 ｼﾞｮﾝ ｽｼﾞﾝ 千葉県 3:50:28

46 10061 寿福 麻千子 ｼﾞｭﾌｸ ﾏﾁｺ 鹿児島県 3:50:55

47 10103 吉松 祥子 ﾖｼﾏﾂ ｻﾁｺ 鹿児島県 3:51:05

48 814 北村 小百合 ｷﾀﾑﾗ ｻﾕﾘ 福岡県 のおがたレディース 3:51:06

49 10060 上原 和代 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾖ 鹿児島県 3:51:57

50 816 享保 由美子 ｷｮｳﾎ ﾕﾐｺ 千葉県 クラブR2東日本 3:52:29

2023/03/05

Finish
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マラソン女子
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順位 No. 氏 名 氏名カナ 市町村県名 所 属 記 録

51 10031 日高 春希 ﾋﾀﾞｶ ﾊﾙｷ 鹿児島県 3:53:03

52 10257 西 孝代 ﾆｼ ﾀｶﾖ 鹿児島県 3:53:24

53 10007 三谷 麻美 ﾐﾀﾆ ｱｻﾐ 神奈川県 3:53:26

54 10050 川上 育美 ｶﾜｶﾐ ｲｸﾐ 鹿児島県 3:53:52

55 817 野崎 あゆみ ﾉｻﾞｷ ｱﾕﾐ 埼玉県 宮城陸上競技協会 3:53:58

56 10260 上田 朋美 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ 埼玉県 3:54:19

57 10120 吉田 知巳 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ 熊本県 3:54:20

58 10092 福永 愛 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲ 鹿児島県 3:54:24

59 10020 中野 佑里乃 ﾅｶﾉ ﾕﾘﾉ 鹿児島県 3:54:26

60 10233 西 愛 ﾆｼ ｱｲ 鹿児島県 3:54:31

61 10064 永田 はるよ ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙﾖ 鹿児島県 3:54:48

62 10123 柳澤 夏恵 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾂｴ 鹿児島県 3:55:18

63 10177 相川 実芳 ｱｲｶﾜ ﾐﾖｼ 愛知県 3:55:22

64 10018 矢澤 鈴代 ﾔｻﾞﾜ ｽｽﾞﾖ 福岡県 3:55:39

65 10022 原口 しのぶ ﾊﾗｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 鹿児島県 3:55:40

66 10128 和田 芙美佳 ﾜﾀﾞ ﾌﾐｶ 鹿児島県 3:55:44

67 10306 米永 貴子 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾀｶｺ 鹿児島県 3:55:44

68 10144 中山 美恵 ﾅｶﾔﾏ ﾐｴ 静岡県 3:55:45

69 10149 榎本 陽葉理 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾖﾘ 鹿児島県 3:55:51

70 10046 森本 盟子 ﾓﾘﾓﾄ ﾒｲｺ 宮崎県 3:55:53

71 10174 橋詰 ゆきな ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾅ 鹿児島県 3:55:54

72 10330 川崎 早苗 ｶﾜｻｷ ｻﾅｴ 東京都 3:56:00

73 10243 芝野 悦子 ｼﾊﾞﾉ ｴﾂｺ 鹿児島県 3:56:16

74 10019 城戸 香代子 ｷﾄﾞ ｶﾖｺ 鹿児島県 3:56:50

75 10184 吉弘 明子 ﾖｼﾋﾛ ｱｷｺ 愛媛県 3:56:55

76 10098 鈴木 真由子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 愛知県 3:57:17

77 10074 迫田 澄江 ｻｺﾀﾞ ｽﾐｴ 鹿児島県 3:57:18

78 10078 梁 貴子 ﾘｮｳ ﾀｶｺ 鹿児島県 3:57:42

79 10102 伊東 孝子 ｲﾄｳ ﾀｶｺ 福岡県 3:57:56

80 10034 川村 千尋 ｶﾜﾑﾗ ﾁﾋﾛ 三重県 3:58:07

81 10168 三井 咲良 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 神奈川県 3:58:34

82 10129 立山 智美 ﾀﾃﾔﾏ ﾄﾓﾐ 熊本県 3:58:46

83 10165 足立 舞子 ｱﾀﾞﾁ ﾏｲｺ 福岡県 3:58:50

84 10132 日笠山 ゆかり ﾋｶﾞｻﾔﾏ ﾕｶﾘ 鹿児島県 3:58:55

85 10062 東別府 博子 ﾋｶﾞｼﾍﾞｯﾌﾟ ﾋﾛｺ 鹿児島県 3:59:11

86 10208 瀬戸口 あきら ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 鹿児島県 3:59:22

87 10040 中村 碧 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 鹿児島県 3:59:40

88 10088 義永 祐子 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｺ 鹿児島県 4:00:05

89 10522 高井 ゆり ﾀｶｲ ﾕﾘ 京都府 4:01:55

90 10052 山口 知子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 鹿児島県 4:02:01

91 10693 花岡 光 ﾊﾅｵｶ ﾋｶﾙ 福岡県 4:03:39

92 10125 中原 和美 ﾅｶﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 鹿児島県 4:03:43

93 10202 若松 みずき ﾜｶﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 神奈川県 4:04:07

94 10328 成尾 由理香 ﾅﾙｵ ﾕﾘｶ 鹿児島県 4:04:52

95 10205 島本 美里 ｼﾏﾓﾄ ﾐｻﾄ 鹿児島県 4:05:33

96 10188 永杉 麻貴 ﾅｶﾞｽｷﾞ ﾏｷ 大阪府 4:06:03

97 10206 小倉 さおり ｵｸﾞﾗ ｻｵﾘ 鹿児島県 4:06:44

98 10109 藤田 亜矢子 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｺ 埼玉県 4:06:52

99 10111 福山 明子 ﾌｸﾔﾏ ｱｷｺ 鹿児島県 4:06:53

100 10068 西澤 朋美 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 東京都 4:07:08
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