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総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム
1 1403 八木 碧惟 ﾔｷﾞ ｱｵｲ 静岡県 山援隊 01:22:16
2 41 須藤 吉仕子 ｽﾄｳ ｷｼｺ 長野県 SKYNINJA 01:24:21
3 1408 田中 綾子 ﾀﾅｶ ｱﾔｺ 長野県 01:28:42
4 1422 岡本 郁子 ｵｶﾓﾄ ｲｸｺ 長野県 01:31:38
5 1405 大野 陽華 ｵｵﾉ ﾊﾙｶ 群馬県 01:33:16
6 1402 高橋 瑞恵 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｴ 長野県 01:33:43
7 1412 依田 紀美 ﾖﾀﾞ ｷﾐ 長野県 01:34:07
8 1434 丸山 さやか ﾏﾙﾔﾏ ｻﾔｶ 長野県 01:34:45
9 1436 渡辺 歩実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐ 長野県 01:36:45

10 1404 矢澤 美紀 ﾔｻﾞﾜ ﾐｷ 長野県 01:43:29
11 1407 菊地 遥奈 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 長野県 東御市東部中学校 01:45:14
12 1416 大塚 由美 ｵｵﾂｶ ﾕﾐ 岐阜県 01:47:54
13 1419 鈴木 杏菜 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 長野県 信大瀧研トレラン部 01:49:23
14 1406 神永 美智子 ｶﾐﾅｶﾞ ﾐﾁｺ 栃木県 01:49:31
15 1426 小林 郁恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｴ 山梨県 01:50:03
16 1410 光門 舞花 ﾐﾂｶﾄﾞ ﾏｲｶ 長野県 01:53:10
17 1433 松本 佳子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｺ 東京都 ひだまりトレラン部 01:55:26
18 1424 木下 陽子 ｷﾉｼﾀ ﾖｳｺ 長野県 さくれつラン 01:57:17
19 1415 大塚 閑 ｵｵﾂｶ ﾉﾄﾞｶ 岐阜県 01:57:19
20 1411 武笠 みなみ ﾑｶｻ ﾐﾅﾐ 埼玉県 チーム稲ちゃん 01:57:43
21 1421 藤戸 麻美 ﾌｼﾞﾄ ﾏﾐ 埼玉県 武蔵プロングホーン 02:00:00
22 1414 井上 ゆき ｲﾉｳｴ ﾕｷ 長野県 ＭＡパラダスキースクール 02:00:24
23 1417 佐藤 真理加 ｻﾄｳ ﾏﾘｶ 新潟県 02:00:27
24 1430 野崎 明菜 ﾉｻﾞｷ ｱｷﾅ 神奈川県 02:00:52
25 1431 野崎 一枝 ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｴ 神奈川県 02:01:35
26 1413 渡辺 智子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ 東京都 02:02:10
27 1463 宮澤 さなえ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾅｴ 長野県 02:02:22
28 1446 櫻田 寛子 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｺ 東京都 ｆｕｎｍｏｕｎｔａｉｎ 02:03:40
29 1432 藤澤 由紀子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷｺ 長野県 02:05:49
30 1420 関 真優 ｾｷ ﾏﾕ 長野県 日信ブレーキシステムズ 02:09:10
31 1435 渡辺 愛子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ 東京都 02:09:17
32 1468 横山 春香 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 長野県 02:10:38
33 1449 鈴木 ひまわり ｽｽﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ 東京都 02:15:17
34 1454 中田 朋子 ﾅｶﾀ ﾄﾓｺ 群馬県 02:15:44
35 1464 向井 智咲 ﾑｶｲ ﾁｻｷ 長野県 02:16:23
36 1444 小林 美穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 山梨県 02:16:40
37 1447 鈴木 青空 ｽｽﾞｷ ｱｵｿﾞﾗ 茨城県 02:18:17
38 1425 軍司 由香 ｸﾞﾝｼﾞ ﾕｶ 茨城県 02:19:03
39 1441 河原 可奈 ｶﾜﾊﾗ ｶﾅ 東京都 02:19:16
40 1442 小林 正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻ 長野県 02:19:21

RESULT　【ショート10km女子】

2021.3.17 
平尾富士トレイルランニングレース
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総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム
41 1453 中里 愛 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｲ 東京都 02:21:07

42 1450 関 ちづる ｾｷ ﾁﾂﾞﾙ 千葉県 チームＫＡＯＲＵ 02:25:06

43 1439 伊藤 香菜子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 長野県 02:28:23

44 1429 千葉 玲子 ﾁﾊﾞ ﾚｲｺ 群馬県 02:29:29

45 1455 中田 めぐみ ﾅｶﾀ ﾒｸﾞﾐ 長野県 02:30:45

46 1445 小宮山 麗子 ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｺ 静岡県 02:30:49

47 1460 洞地 元子 ﾎﾗﾁ ﾓﾄｺ 愛知県 02:33:51

48 1457 原 唯真 ﾊﾗ ﾕﾏ 長野県 02:37:00

49 1448 鈴木 忍 ｽｽﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 02:38:48

50 1428 佐藤 敬子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 東京都 02:43:20

51 1456 橋本 美希 ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 群馬県 02:45:06

52 1440 小川 菜津子 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野県 長野マラソンクラブ 02:45:35

53 1438 池田 仁子 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝｺ 長野県 02:46:48

54 1462 峯村 恵美子 ﾐﾈﾑﾗ ｴﾐｺ 長野県 丸子中央病院 02:47:48

55 1459 布袋 泰恵 ﾎﾃｲ ﾔｽｴ 長野県 02:50:13

56 1465 安江 由夏 ﾔｽｴ ﾕｳｶ 長野県 02:51:16

57 1451 田村 光江 ﾀﾑﾗ ﾐﾂｴ 埼玉県 エスリンズ 02:51:49

58 1437 青木 雅代 ｱｵｷ ﾏｻﾖ 東京都 プレアデス 02:53:08

59 1469 渡邊 心葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾊ 東京都 02:53:29

60 1467 油井 みえ ﾕｲ ﾐｴ 長野県 02:53:44

61 1423 金田 利紗 ｶﾈﾀﾞ ﾘｻ 神奈川県 03:06:24

62 1452 辻出 里美 ﾂｼﾞｲﾃﾞ ｻﾄﾐ 長野県 03:25:15

RESULT　【ショート10km女子】
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