
1/22021.9.26 

志賀高原エクストリームトレイル
RESULT　【ミドル32km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 1405 島田　浩美 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 長野県 ｃｈ．ｂｏｏｋｓ 05:36:20

2 1408 瀬崎　鈴乃 ｾｻﾞｷ ｽｽﾞﾉ 静岡県 ＳＳＲＣ 05:36:55

3 1413 依田　紀美 ﾖﾀﾞ ｷﾐ 長野県 05:51:44

4 1411 早川　満 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾁﾙ 神奈川県 06:01:52

5 1416 大崎　真美 ｵｵｻｷ ﾏﾐ 千葉県 06:15:13

6 1410 服部　史子 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐｺ 新潟県 06:34:18

7 1409 白　雪燕 ﾊｸ ｾﾂｴﾝ 神奈川県 06:35:26

8 1407 鈴木　康子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 埼玉県 赤羽ランナーズ 06:51:07

9 1421 佐々木　寿江 ｻｻｷ ﾋｻｴ 宮城県 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ 07:02:30

10 1414 依田　真紀 ﾖﾀﾞ ﾏｷ 大阪府 07:03:04

11 1418 金入　有紀子 ｶﾈｲﾘ ﾕｷｺ 東京都 07:29:39

12 1404 安藤　厚子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｺ 東京都 赤羽ランナーズ 07:31:56

13 1415 阿部　尚子 ｱﾍﾞ ﾋｻｺ 東京都 07:41:56

14 1423 立花　美幸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾕｷ 東京都 ランボーズ 07:54:25

15 1441 原　洋子 ﾊﾗ ﾖｳｺ 長野県 07:54:28

16 1448 小川　菜津子 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野県 長野マラソンクラブ 07:54:44

17 1427 松村　若葉 ﾏﾂﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ 長野県 07:58:08

18 1440 長谷川　志乃 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾉ 埼玉県 08:08:45

19 1419 窪田　ひさみ ｸﾎﾞﾀ ﾋｻﾐ 富山県 08:12:14

20 1424 橋本　尚子 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｺ 東京都 ＳＣカバタ 08:18:06

21 1432 河邊　安澄 ｶﾜﾍﾞ ｱｽﾞﾐ 東京都 08:24:19

22 1464 松田　浩美 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾐ 神奈川県 民宿たばこや 08:27:09

23 1453 坂本　直子 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｺ 埼玉県 08:29:23

24 1455 佐藤　敦子 ｻﾄｳ ｱﾂｺ 東京都 08:29:58

TO 1437 鈴木　ひまわり ｽｽﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ 東京都 08:30:48

TO 1454 佐藤　昭子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 東京都 08:38:13

TO 1426 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都  08:45:23

TO 1438 永田　陽子 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｺ 東京都 08:48:06

TO 1461 鍋島　由香里 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｶﾘ 東京都 08:48:50

TO 1443 新井　美帆 ｱﾗｲ ﾐﾎ 東京都 親方を囲む会 08:52:19

TO 1447 遠藤　美紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 愛知県 09:14:36

DNF 1402 倉田　優子 ｸﾗﾀ ﾕｳｺ 東京都 ストライドラボ

DNF 1403 水上　千晶 ﾐｽﾞｶﾐ ﾁｱｷ 東京都

DNF 1420 佐々木　希 ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 東京都

DNF 1422 杉田　由衣子 ｽｷﾞﾀ ﾕｲｺ 神奈川県

DNF 1425 藤澤　正美 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾐ 長野県 チームまことちゃん

DNF 1428 山田　由美子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ 愛知県 水口メソッド

DNF 1430 加藤　則子 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 埼玉県 熊熱

DNF 1431 萓島　光代 ｶﾔｼﾏ ﾐﾂﾖ 埼玉県

DNF 1433 鬼澤　三鈴 ｷｻﾞﾜ ﾐｽｽﾞ 千葉県
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志賀高原エクストリームトレイル
RESULT　【ミドル32km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

DNF 1435 木村　紘子 ｷﾑﾗ ﾋﾛｺ 愛知県

DNF 1436 猿谷　薫 ｻﾙﾔ ｶｵﾘ 埼玉県

DNF 1439 長友　麻有美 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏﾕﾐ 東京都

DNF 1442 松丸　優子 ﾏﾂﾏﾙ ﾕｳｺ 茨城県

DNF 1445 市村　紀公子 ｲﾁﾑﾗ ｷｸｺ 神奈川県

DNF 1446 今村　純子 ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 竜太練

DNF 1450 亀島　昌子 ｶﾒｼﾏ ﾏｻｺ 東京都 三井坂ＴＲＣ

DNF 1451 菊地　淳子 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｺ 東京都

DNF 1456 周　嘉慧 ｼｭｳ ﾁｬﾎｲ 東京都

DNF 1458 高塚　直子 ﾀｶﾂｶ ﾅｵｺ 東京都

DNF 1459 館野　美佳 ﾀﾃﾉ ﾐｶ 神奈川県

DNF 1460 田中　政江 ﾀﾅｶ ﾏｻｴ 東京都

DNF 1463 疋田　文枝 ﾋｷﾀﾞ ﾌﾐｴ 静岡県


