
1/22019.5.18 

経ヶ岳バーティカルリミット
RESULT　【ショート12km女子】

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 1475 ルブラス 恵美里 ルブラス エミリ 神奈川県 ＳＣ丹沢秦野 01:21:33

2 1449 長屋 百合子 ナガヤ ユリコ 岐阜県 01:24:13

3 1429 小林 華蓮 コバヤシ カレン 長野県 飯山市城北中学校 01:26:13

4 1438 竹内 寿恵 タケウチ ヒサエ 長野県 01:32:17

5 1441 藤山 那海 トウヤマ ナミ 長野県 信州大学 01:37:32

6 1448 中村 麻里子 ナカムラ マリコ 長野県 01:38:34

7 1469 矢島 由衣 ヤジマ ユイ 石川県 01:42:03

8 1431 澤田 真帆 サワダ マホ 長野県 01:42:24

9 1440 田中 佑奈 タナカ ユウナ 長野県 01:43:05

10 1473 柚木 清花 ユノキ サヤカ 長野県 飯田市立病院 01:43:43

11 1462 古屋敷 千絵 フルヤシキ チエ 長野県 01:44:58

12 1416 大櫃 さゆり オオビツ サユリ 愛知県 01:45:22

13 1411 岩田 優奈 イワタ ユウナ 千葉県 チーム真剣勝負 01:46:03

14 1421 春日 まりこ カスガ マリコ 長野県 01:47:49

15 1459 ふじしろ ちはる フジシロ チハル 愛知県 スーパーサニーズ 01:48:47

16 1452 波多野 由美子 ハタノ ユミコ 大阪府 01:48:49

17 1458 藤沢 陽子 フジサワ ヨウコ 長野県 01:50:49

18 1402 赤羽 久江 アカハネ ヒサエ 長野県 01:52:56

19 1434 清水 裕子 シミズ ユウコ 長野県 01:53:40

20 1474 吉田 恭子 ヨシダ ヤスコ 愛知県 01:53:44

21 1446 中村 ひとみ ナカムラ ヒトミ 長野県 01:54:38

22 1404 飯森 有希子 イイモリ ユキコ 長野県 01:55:19

23 1418 長田 順子 オサダ ジュンコ 愛知県 01:57:09

24 1443 中瀬 智香子 ナカセ チカコ 三重県 01:57:27

25 1433 島袋 稚子 シマブクロ ワカコ 長野県 01:57:42

26 1465 三澤 由美 ミサワ ユミ 長野県 上牧ＲＣ 01:57:56

27 1425 川上 理代湖 カワカミ リヨコ 長野県 上牧ＲＣ 01:58:57

28 1453 原 陽子 ハラ ヨウコ 長野県 01:59:02

29 1405 石川 知子 イシカワ トモコ 愛知県 01:59:43

30 1437 高柳 ひとみ タカヤナギ ヒトミ 千葉県 01:59:55

31 1456 藤井 結子 フジイ ユイコ 愛知県 02:00:58

32 1432 渋谷 望美 シブヤ ノゾミ 長野県 ゆりの木クリニック 02:01:01

33 1447 中村 浩子 ナカムラ ヒロコ 長野県 02:01:36

34 1460 藤野 瑞生 フジノ ミズキ 長野県 02:01:43

35 1428 後藤 なおみ ゴトウ ナオミ 愛知県 02:03:37

36 1450 夏目 貴子 ナツメ タカコ 愛知県 02:03:43

37 1401 赤羽 妙 アカハネ タエ 長野県 天竜川ＲＵＮ歩 02:03:59

38 1409 今枝 佳子 イマエダ ヨシコ 三重県 02:05:23

39 1471 山田 小百合 ヤマダ サユリ 埼玉県 ゆりの木クリニック 02:05:51

40 1467 森 千恵子 モリ チエコ 愛知県 たんぽぽ 02:06:43



2/22019.5.18 

経ヶ岳バーティカルリミット
RESULT　【ショート12km女子】

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 1413 内山 幸子 ウチヤマ サチコ 長野県 02:08:49

42 1424 川合 朋美 カワイ トモミ 長野県 ゆりの木クリニック 02:10:11

43 1451 祢津 直美 ネツ ナオミ 長野県 02:11:32

44 1435 杉原 宏子 スギハラ ヒロコ 愛知県 02:14:20

45 1419 尾之内 千春 オノウチ チハル 愛知県 02:14:22

46 1407 井出 ゆう イデ ユウ 長野県 02:14:31

47 1463 松尾 未央 マツオ ミオ 長野県 02:16:20

48 1426 神田 美恵子 カンダ ミエコ 兵庫県 但馬会 02:17:22

49 1454 福澤 仁美 フクザワ ヒトミ 長野県 ゆりの木クリニック 02:17:28

50 1403 阿部 恵美子 アベ エミコ 長野県 ミヨタＡＣ 02:17:37

51 1444 中原 真貴 ナカハラ マキ 愛知県 02:18:40

52 1445 中東 みちる ナカヒガシ ミチル 長野県 02:20:11

53 1410 今村 千愛 イマムラ チアキ 静岡県 02:21:05

54 1427 小平 真理 コダイラ マリ 長野県 02:23:05

55 1461 藤巻 千名津 フジマキ チナツ 山梨県 恭平会 02:24:39

56 1466 召田 悦子 メスダ エツコ 長野県 ブレイクスルーＲＣ 02:26:47

57 1412 宇佐川 和子 ウサガワ カズコ 長野県 あらばしり 02:26:57

58 1439 竹田 あこ タケダ アコ 愛知県 02:27:56

59 1422 加藤 真弓 カトウ マユミ 愛知県 02:28:11

60 1442 富永 知子 トミナガ トモコ 長野県 ゆりの木クリニック 02:35:23

61 1408 伊藤 晴菜 イトウ ハルナ 長野県 ゆりの木クリニック 02:35:23

62 1423 唐木 友希 カラキ ユキ 長野県 02:36:24

63 1414 大野 加容子 オオノ カヨコ 愛知県 鈴木ランニングクラブ 02:37:18

64 1420 春日 香織 カスガ カオリ 神奈川県 02:37:46

65 1430 佐藤 美智子 サトウ ミチコ 長野県 02:39:03

66 1468 矢澤 清子 ヤザワ キヨコ 長野県 ゆりの木クリニック 03:26:12

DNF 1417 岡本 綾子 オカモト アヤコ 栃木県 チーム那須の大地

DNF 1464 松澤 裕子 マツザワ ユウコ 長野県 タマちゃんクラブ


