
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 1658 小林 華蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 長野県 飯山市城北中学校 01:09:48

2 30 柿本 恵理 ｶｷﾓﾄ ｴﾘ 埼玉県 Columbia Montrail 01:10:59

3 1734 松澤 加奈子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅｺ 長野県 01:11:14

4 1764 山本 千明 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 長野県 東洋大学 01:13:59

5 1735 松沢 意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県 白馬中学校 01:15:19

6 1653 小平 美那子 ｺﾀﾞｲﾗ ﾐﾅｺ 長野県 01:21:25

7 1691 竹内 寿恵 ﾀｹｳﾁ ﾋｻｴ 長野県 01:24:12

8 1665 櫻井 美樹 ｻｸﾗｲ ﾐｷ 大阪府 01:26:56

9 1762 山中 麻衣 ﾔﾏﾅｶ ﾏｲ 長野県 チーム城山 01:28:11

10 1695 立石 尚子 ﾀﾃｲｼ ﾅｵｺ 富山県 01:30:03

11 1626 遠藤 恵子 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 東京都 01:30:39

12 1748 宮澤 智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 長野県 チームのこのこ 01:31:00

13 1749 宮平 美奈都 ﾐﾔﾋﾗ ﾐﾅﾄ 沖縄県 01:31:34

14 1640 鏑木 葵 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｱｵｲ 群馬県 01:31:42

15 1747 宮岸 まどか ﾐﾔｷﾞｼ ﾏﾄﾞｶ 兵庫県 高森山 01:32:05

16 1768 吉井 陽子 ﾖｼｲ ﾖｳｺ 東京都 01:32:09

17 1633 大野 りえ ｵｵﾉ ﾘｴ 東京都 （株）キャラバン 01:33:35

18 1730 牧島 栄 ﾏｷｼﾏ ｻｶｴ 群馬県 ４８１！ 01:35:00

19 1664 相楽 輝代 ｻｶﾞﾗ ﾃﾙﾖ 新潟県 信越病院 01:36:00

20 1694 田篠 厚子 ﾀｼﾉ ｱﾂｺ 長野県 01:36:28

21 1769 吉田 千紘 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 神奈川県 ランニングスタイル 01:37:19

22 1669 志賀 郁子 ｼｶﾞ ｲｸｺ 東京都 01:38:03

23 1704 坪本 真純 ﾂﾎﾞﾓﾄ ﾏｽﾐ 埼玉県 01:38:22

24 1660 近藤 みやび ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾔﾋﾞ 新潟県 01:39:11

25 1714 橋詰 莉子 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘｺ 新潟県 01:40:14

26 1766 柚木 清花 ﾕﾉｷ ｻﾔｶ 長野県 01:41:23

27 1636 角谷 彩織 ｶｸﾀﾆ ｻｵﾘ 東京都 ランニングスタイル 01:41:33

28 1725 船橋 美雪 ﾌﾅﾊｼ ﾐﾕｷ 富山県 01:43:24

29 1687 高橋 妙子 ﾀｶﾊｼ ﾀｴｺ 新潟県 ＭＳＴ 01:44:42

30 1606 荒井 育子 ｱﾗｲ ｲｸｺ 栃木県 01:46:04

31 1761 山田 聡美 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ 愛知県 01:46:11

32 1690 高橋 和香 ﾀｶﾊｼ ﾜｶ 神奈川県 01:47:16

33 1607 新井 智香 ｱﾗｲ ﾁｶ 神奈川県 01:47:28

34 1671 清水 朋美 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 新潟県 01:47:49

35 1614 石塚 有希 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｷ 新潟県 01:48:20

36 1740 水野 聡子 ﾐｽﾞﾉ ｻﾄｺ 長野県 01:49:08

37 1625 内川 祥子 ｳﾁｶﾜ ﾖｳｺ 長野県 01:49:24

38 1644 北島 綾華 ｷﾀｼﾞﾏ ｱﾔｶ 埼玉県 01:49:54

39 1610 飯森 有希子 ｲｲﾓﾘ ﾕｷｺ 長野県 01:50:08

40 1726 保坂 純子 ﾎｻｶ ｼﾞｭﾝｺ 新潟県 高田走ろう会 01:50:15
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タイム

41 1711 西澤 佳代 ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾖ 新潟県 高田走ろう会 01:50:16

42 1620 伊藤 玲子 ｲﾄｳ ﾚｲｺ 東京都 01:50:20

43 1733 増田 由香 ﾏｽﾀﾞ ﾕｶ 長野県 01:50:51

44 1750 村木 めぐみ ﾑﾗｷ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 01:51:24

45 1652 越川 のり子 ｺｼｶﾜ ﾉﾘｺ 千葉県 01:51:48

46 1659 小林 花咲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 長野県 飯山高校 01:51:55

47 1686 高橋 幸桜子 ﾀｶﾊｼ ｻｵｺ 長野県 飯山高校 01:51:55

48 1745 宮井 聖佳 ﾐﾔｲ ｾｲｶ 愛知県 百花繚ＲＵＮ 01:52:49

49 1651 軍司 由香 ｸﾞﾝｼﾞ ﾕｶ 茨城県 ぞう 01:53:12

50 1662 齋藤 幸子 ｻｲﾄｳ ｻﾁｺ 東京都 01:53:26

51 1632 大塚 ひかる ｵｵﾂｶ ﾋｶﾙ 埼玉県 01:53:36

52 1666 提橋 真由美 ｻｹﾞﾊｼ ﾏﾕﾐ 東京都 01:54:01

53 1676 杉山 麻美 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾐ 静岡県 01:54:08

54 1700 千葉 郁子 ﾁﾊﾞ ｲｸｺ 東京都 01:54:11

55 1729 槇 小春 ﾏｷ ｺﾊﾙ 東京都 01:54:16

56 1678 鈴木 恵子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 神奈川県 よこりく 01:55:03

57 1718 濵口 千加 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾁｶ 兵庫県 01:55:15

58 1611 五十嵐 典子 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ 千葉県 01:55:41

59 1646 北村 淳 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 佐治淳 01:56:17

60 1668 澤元 ゆり ｻﾜﾓﾄ ﾕﾘ 大阪府 高森山 01:56:22

61 1751 室﨑 陽子 ﾑﾛｻｷ ﾖｳｺ 富山県 ｍｕｒｏ＇ｓ 01:56:41

62 1685 高橋 亜希 ﾀｶﾊｼ ｱｷ 神奈川県 01:56:49

63 1616 市川 智賀子 ｲﾁｶﾜ ﾁｶｺ 富山県 01:56:56

64 1738 丸岡 加苗 ﾏﾙｵｶ ｶﾅｴ 富山県 01:56:56

65 1721 平出 千紘 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾁﾋﾛ 新潟県 01:57:05

66 1667 佐々木 ひとみ ｻｻｷ ﾋﾄﾐ 秋田県 こまちＲＣ 01:57:16

67 1701 塚田 奈津子 ﾂｶﾀﾞ ﾅﾂｺ 愛知県 01:57:26

68 1753 森本 郁美 ﾓﾘﾓﾄ ｲｸﾐ 愛知県 01:58:08

69 1699 谷本 春菜 ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾅ 兵庫県 01:58:11

70 1727 本間 沙織さお ﾎﾝﾏ ｻｵﾘ 群馬県 01:58:52

71 1705 寺澤 満子 ﾃﾗｻﾜ ﾐﾂｺ 新潟県 01:59:03

72 1697 田邉 昭代 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾖ 富山県 田邉ペア 01:59:37

73 1617 市川 奈津子 ｲﾁｶﾜ ﾅﾂｺ 埼玉県 セルベサ軍団 02:00:07

74 1615 市川 亜紗美 ｲﾁｶﾜ ｱｻﾐ 埼玉県 セルベサ軍団 02:00:11

75 1679 鈴木 奈緒子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 東京都 02:00:26

76 1621 稲垣 悧花 ｲﾅｶﾞｷ ﾘｶ 滋賀県 02:00:44

77 1752 モラード 宏美 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾋﾛﾐ 長野県 02:01:09

78 1754 森山 恵子 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｺ 長野県 02:01:43

79 1639 金子 しのぶ ｶﾈｺ ｼﾉﾌﾞ 石川県 チーム?ムラピ 02:02:00

80 1706 戸田 瞳 ﾄﾀﾞ ﾋﾄﾐ 東京都 02:02:11
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81 1608 新井 智絵 ｱﾗｲ ﾄﾓｴ 東京都 02:02:12

82 1713 楡井 恭子 ﾆﾚｲ ｷｮｳｺ 山梨県 02:02:29

83 1674 新村 愛子 ｼﾝﾑﾗ ｱｲｺ 神奈川県 02:03:13

84 1767 横島 祐子 ﾖｺｼﾏ ﾕｳｺ 東京都 ゆるＲＵＮ 02:04:03

85 1708 永井 麻紀 ﾅｶﾞｲ ﾏｷ 千葉県 ＴＳＭ 02:04:06

86 1631 大島 千代 ｵｵｼﾏ ﾁﾖ 富山県 02:04:07

87 1624 うばん あいん ヴｰﾊﾞﾝ ｱｲﾝ 群馬県 02:04:38

88 1688 高橋 ひとみ ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ 神奈川県 02:05:27

89 1724 藤澤 由紀子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷｺ 長野県 02:06:18

90 1760 山田 啓子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 神奈川県 02:06:32

91 1670 芝口 加奈江 ｼﾊﾞｸﾞﾁ ｶﾅｴ 千葉県 02:06:34

92 1602 青柳 恵美子 ｱｵﾔｷﾞ ｴﾐｺ 東京都 02:06:34

93 1716 花崎 悦代 ﾊﾅｻﾞｷ ｴﾂﾖ 東京都 02:06:34

94 1637 笠間 智恵 ｶｻﾏ ﾄﾓｴ 長野県 02:06:45

95 1654 後藤 恵子 ｺﾞﾄｳ ｹｲｺ 東京都 02:07:26

96 1648 木村 千里 ｷﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野県 02:08:21

97 1619 伊藤 香里 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 愛知県 02:09:02

98 1634 尾川 美奈子 ｵｶﾞﾜ ﾐﾅｺ 大阪府 高森山 02:09:09

99 1722 平塚 亜矢子 ﾋﾗﾂｶ ｱﾔｺ 東京都 02:10:38

100 1663 三枝 身和 ｻｴｸﾞｻ ﾐﾜ 山梨県 02:11:49

101 1743 湊 千賀子 ﾐﾅﾄ ﾁｶｺ 富山県 02:11:50

102 1672 清水 美樹 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 神奈川県 02:11:53

103 1657 小林 あけみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｹﾐ 長野県 02:11:56

104 1744 峯村 恵美子 ﾐﾈﾑﾗ ｴﾐｺ 長野県 インサイドアウト婦人部 02:12:08

105 1710 西潟 康子 ﾆｼｶﾞﾀ ﾔｽｺ 千葉県 ゲレンデ逆走 02:14:07

106 1771 吉田 由紀子 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｺ 東京都 02:14:22

107 1622 岩崎 理沙 ｲﾜｻｷ ﾘｻ 新潟県 02:16:12

108 1698 谷口 美千代 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ 新潟県 02:16:20

109 1689 高橋 美奈子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｺ 東京都 02:17:19

110 1715 橋本 裕子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｺ 千葉県 サーモフィッシャー 02:17:28

111 1628 及川 桃奈 ｵｲｶﾜ ﾓﾅ 埼玉県 02:18:58

112 1707 鳥居 直子 ﾄﾘｲ ﾅｵｺ 東京都 02:19:27

113 1643 神林 しの ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｼﾉ 埼玉県 02:19:30

114 1673 清水 麗子 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ 東京都 02:19:30

115 1638 梶原 智子 ｶｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ 埼玉県 02:19:31

116 1605 浅野 奈々子 ｱｻﾉ ﾅﾅｺ 東京都 02:19:33

117 1703 堤 佳那 ﾂﾂﾐ ｶﾅ 愛知県 02:19:46

118 1623 岩村 直美 ｲﾜﾑﾗ ﾅｵﾐ 東京都 02:19:49

119 1604 赤堀 沙希 ｱｶﾎﾘ ｻｷ 東京都 ゆるラン 02:19:50

120 1609 飯塚 理恵 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｴ 神奈川県 02:20:19
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121 1717 花立 文 ﾊﾅﾀﾃ ｱｷ 東京都 ゆるＲＵＮ 02:20:19

122 1742 三井 りゅい ﾐﾂｲ ﾘｭｲ 東京都 02:20:20

123 1728 前田 侑佳 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｶ 岐阜県 02:20:48

124 1647 木下 香菜子 ｷﾉｼﾀ ｶﾅｺ 愛知県 02:21:20

125 1630 大沢 麻紀子 ｵｵｻﾞﾜ ﾏｷｺ 愛媛県 02:21:41

126 1763 山本 佳世 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖ 愛媛県 02:21:41

127 1773 脇屋 いずみ ﾜｷﾔ ｲｽﾞﾐ 東京都 02:22:45

128 1680 鈴木 紀子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 静岡県 02:22:54

129 1649 木村 由恵 ｷﾑﾗ ﾖｼｴ 東京都 02:23:46

130 1756 山形 明子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｷｺ 千葉県 02:24:11

131 1709 ナルテ 紅蘭鶴 ﾅﾙﾃ ｸﾗﾝｽﾞﾙ 長野県 イッティージャパン株式会社 02:24:20

132 1683 高井 幸江 ﾀｶｲ ﾕｷｴ 新潟県 トレイル・インディーズ 02:24:57

133 1618 一條 美賀 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐｶ 東京都 まんぼう 02:26:27

134 1720 林 美都利 ﾊﾔｼ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県 02:27:26

135 1696 田中 万貴 ﾀﾅｶ ﾏｷ 東京都 02:29:56

136 1635 奥田 茉莉 ｵｸﾀﾞ ﾏﾘ 東京都 02:29:56

137 1770 吉田 美貴 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ 東京都 02:29:56

138 1641 河合 華 ｶﾜｲ ﾊﾅ 石川県 02:30:20

139 1719 林 絢 ﾊﾔｼ ｱﾔ 石川県 02:30:20

140 1772 米倉 弘子 ﾖﾈｸﾗ ﾋﾛｺ 東京都 02:32:16

141 1601 青木 雅代 ｱｵｷ ﾏｻﾖ 東京都 プレアデス 02:33:38

142 1629 大井 まり子 ｵｵｲ ﾏﾘｺ 東京都 02:33:39

143 1681 鈴木 真穂 ｽｽﾞｷ ﾏﾎ 富山県 02:34:37

144 1739 水谷 美衣子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｲｺ 神奈川県 02:39:25

145 1642 川村 典子 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾘｺ 新潟県 02:42:23

146 1603 青山 真子 ｱｵﾔﾏ ｼﾝｺ 富山県 02:49:21

147 1612 井澤 公子 ｲｻﾞﾜ ｷﾐｺ 愛知県 03:12:15

1675 杉野 真紀子 ｽｷﾞﾉ ﾏｷｺ 長野県
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