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RESULT　【ショート10km女子】

2021.6.5 

モントレイル戸隠マウンテントレイル

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 1020 吉住 友里 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕﾘ 静岡県 富士山の銘水 01:03:53

2 1025 秋山 穂乃果 ｱｷﾔﾏ ﾎﾉｶ 長野県 長野県警察 01:06:36

3 1023 岩村 聖華 ｲﾜﾑﾗ ｾｲｶ 熊本県 ＩＮＯＶ－８ 01:09:29

4 1024 黒澤 夏楠 ｸﾛｻﾜ ｶﾅ 茨城県 01:10:16

5 1022 青木 莉楠 ｱｵｷ ﾘﾅ 茨城県 ａｄｉｄａｓ 01:11:20

6 1505 湊 瑛穂 ﾐﾅﾄ ｱｷﾎ 千葉県 01:13:46

7 1504 平川 裕子 ﾋﾗｶﾜ ﾋﾛｺ 千葉県 ニッポンランナーズ柏 01:18:07

8 1501 佐藤 康子 ｻﾄｳ ﾔｽｺ 千葉県 ニッポンランナーズ 01:20:43

9 1503 高橋 瑞恵 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｴ 長野県 01:22:43

10 1527 杉原 有美 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 千葉県 東京陸協 01:24:03

11 1507 山田 桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平中スキー部 01:24:15

12 1502 菅森 慶子 ｽｶﾞﾓﾘ ｹｲｺ 神奈川県 01:25:19

13 1512 竹中 直子 ﾀｹﾅｶ ﾅｵｺ 長野県 01:28:12

14 1516 和田 優 ﾜﾀﾞ ﾕｳ 埼玉県 ＳＴつるみ 01:31:49

15 1547 古俣 純子 ｺﾏﾀ ｼﾞｭﾝｺ 新潟県 01:35:04

16 1564 森尻 亮子 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾘｮｳｺ 新潟県 01:39:42

17 1518 伊藤 乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 ＴＴＤ 01:40:10

18 1519 井上 千春 ｲﾉｳｴ ﾁﾊﾙ 東京都 サムズ・アップ 01:40:17

19 1537 薮崎 絵理 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｴﾘ 神奈川県 01:40:40

20 1588 清水 朋美 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 新潟県 01:40:59

21 1515 廣田 美佳 ﾋﾛﾀ ﾐｶ 長野県 01:41:05

22 1568 阿久津 春菜 ｱｸﾂ ﾊﾙﾅ 栃木県 01:43:21

23 1521 遠藤 恵子 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 東京都 01:43:49

24 1522 大塚 由美 ｵｵﾂｶ ﾕﾐ 岐阜県 01:44:10

25 1615 福沢 朋子 ﾌｸｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 東京都 01:45:21

26 1621 柳澤 かおり ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｵﾘ 東京都 01:48:54

27 1576 大沼 麻由子 ｵｵﾇﾏ ﾏﾕｺ 東京都 01:49:26

28 1627 山本 美沙恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻｴ 長野県 01:50:28

29 1534 松本 顕子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 神奈川県 かぐのみ走ろう会 01:53:07

30 1617 水野 智子 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｺ 東京都 チーム・マグナム 01:53:34

31 1511 高橋 美也 ﾀｶﾊｼ ﾐﾔ 埼玉県 KTF 01:55:25

32 1591 庄子 冬美 ｼｮｳｼﾞ ﾌﾕﾐ 千葉県 カメの会 01:56:29

33 1533 林 詩恵 ﾊﾔｼ ｳﾀｴ 神奈川県 ＢＥＡＣＨ 01:56:42

34 1544 上林 梨沙 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 千葉県 01:56:43

35 1552 高橋 華瑠亜 ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ 神奈川県 01:56:44

36 1559 古澤 みどり ﾌﾙｻﾜ ﾐﾄﾞﾘ 茨城県 01:57:17

37 1590 清水 芳美 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾐ 埼玉県 01:58:49

38 1525 佐々木 遥乃 ｻｻｷ ﾊﾙﾉ 神奈川県 鎌倉を楽しく走ろうの会 01:59:11

39 1614 福井 嘉奈子 ﾌｸｲ ｶﾅｺ 東京都 01:59:24

40 1532 萩原 恵梨 ﾊｷﾞﾜﾗ ｴﾘ 埼玉県 01:59:44
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41 1553 田島 結子 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 東京都 02:00:42

42 1574 宇野 理英 ｳﾉ ﾘｴ 京都府 日本縦断還暦２０３８ 02:00:59

43 1586 坂森 久美子 ｻｶﾓﾘ ｸﾐｺ 富山県 02:01:40

44 1550 塩見 雅恵 ｼｵﾐ ﾏｻｴ 茨城県 メルモラン 02:02:31

45 1556 中村 香織 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ 長野県 02:03:05

46 1526 嶋村 知紗 ｼﾏﾑﾗ ﾁｻ 埼玉県 02:03:56

47 1562 南 志麻子 ﾐﾅﾐ ｼﾏｺ 東京都 02:04:59

48 1607 橋本 愛子 ﾊｼﾓﾄ ｱｲｺ 千葉県 02:06:11

49 1555 土谷 明美 ﾄﾞﾔ ｱｹﾐ 新潟県 02:06:16

50 1610 樋口 美穂子 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾎｺ 神奈川県 サムズ・アップ 02:06:25

51 1620 森岡 万里奈 ﾓﾘｵｶ ﾏﾘﾅ 愛知県 02:08:01

52 1565 山岸 那奈 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾅ 東京都 02:08:21

53 1530 棚橋 友美 ﾀﾅﾊｼ ﾄﾓﾐ 新潟県 ＴＨＥ　ＯＮＥ 02:08:28

54 1543 神田 祐子 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 02:11:10

55 1524 小林 理恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 新潟県 02:11:13

56 1581 北村 佳苗 ｷﾀﾑﾗ ｶﾅｴ 神奈川県 02:12:30

57 1594 関 美佐子 ｾｷ ﾐｻｺ 長野県 02:13:13

58 1626 山本 真理子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｺ 長野県 02:14:24

59 1560 松沢 千尋 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 長野県 02:15:33

60 1517 伊藤 かおり ｲﾄｳ ｶｵﾘ 新潟県 ＴＴＤ 02:15:43

61 1624 山田 千代 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾖ 東京都 02:16:36

62 1618 宮川 紀子 ﾐﾔｶﾜ ﾉﾘｺ 新潟県 02:17:15

63 1546 木村 瑠美 ｷﾑﾗ ﾙﾐ 東京都 02:17:38

64 1549 佐保 良子 ｻﾎ ﾖｼｺ 神奈川県 足攣りジェイソン 02:18:00

65 1601 田野 まゆみ ﾀﾉ ﾏﾕﾐ 石川県 02:19:16

66 1523 大原 あゆみ ｵｵﾊﾗ ｱﾕﾐ 神奈川県 02:19:28

67 1592 杉岡 真千子 ｽｷﾞｵｶ ﾏﾁｺ 東京都 02:19:33

68 1605 信佐 愛美 ﾉﾌﾞｻ ﾒｸﾞﾐ 東京都 02:21:04

69 1593 須田 智子 ｽﾀﾞ ﾄﾓｺ 長野県 02:21:29

70 1611 平出 千紘 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾁﾋﾛ 新潟県 02:21:40

71 1602 月岡 薫 ﾂｷｵｶ ｶｵﾙ 東京都 御幸町 02:21:47

72 1608 濱田 満美子 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾐｺ 神奈川県 02:22:39

73 1509 岩田 香 ｲﾜﾀ ｺｳ 神奈川県 02:22:47

74 1609 林 晶子 ﾊﾔｼ ｱｷｺ 富山県 02:22:54

75 1587 佐藤 未来 ｻﾄｳ ﾐｸ 埼玉県 ワンドネ登山部 02:23:03

76 1619 宮地 あゆみ ﾐﾔﾁ ｱﾕﾐ 新潟県 02:23:51

77 1603 鳥居 直子 ﾄﾘｲ ﾅｵｺ 東京都 02:24:16

78 1542 川崎 絵美 ｶﾜｻｷ ｴﾐ 東京都 妙高高原ビール飲もう会 02:25:04

79 1572 入沢 由紀 ｲﾘｻﾜ ﾕｷ 新潟県 02:26:33

80 1528 高野 珠美 ﾀｶﾉ ﾀﾏﾐ 東京都 02:26:46
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81 1600 谷 朋子 ﾀﾆ ﾄﾓｺ 埼玉県 樂走組 02:27:04

82 1563 村沢 亜紀子 ﾑﾗｻﾜ ｱｷｺ 東京都 02:28:30

83 1570 石川 朋子 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｺ 東京都 02:29:19

84 1561 三井 洋子 ﾐﾂｲ ﾖｳｺ 東京都 02:29:53

85 1606 野宮 恵 ﾉﾐﾔ ﾒｸﾞﾐ 愛知県 02:30:09

86 1557 羽鳥 和加子 ﾊﾄﾘ ﾜｶｺ 東京都 02:32:14

87 1595 曽田 朋子 ｿﾀﾞ ﾄﾓｺ 富山県 とりスポ 02:36:01

88 1612 廣瀬 祐美 ﾋﾛｾ ﾕﾐ 埼玉県 02:36:55

89 1583 向後 賀子 ｺｳｺﾞ ﾖｼｺ 神奈川県 02:36:56

90 1580 木田 由美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 神奈川県 02:38:30

91 1573 岩城 貴代 ｲﾜｷ ﾀｶﾖ 富山県 とりスポ 02:39:01

92 1567 青木 雅代 ｱｵｷ ﾏｻﾖ 東京都 プレアデス 02:40:15

93 1589 清水 真由美 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 静岡県 02:41:15

94 1577 加瀬 紀子 ｶｾ ﾉﾘｺ 東京都 三菱大船ＳＣ 02:41:45

95 1625 山本 知佐子 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｻｺ 埼玉県 02:46:53

96 1585 坂本 雅子 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｺ 愛知県 日本ろう自転車競技協会 02:47:42

97 1575 王 慧 ｵｳ ｴ 東京都 妙高高原ビール飲もう会 02:50:02

98 1582 木村 瑞希 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 千葉県 02:50:24

99 1597 田島 豊子 ﾀｼﾞﾏ ﾄﾖｺ 東京都 02:54:52

100 1578 加藤 律 ｶﾄｳ ﾘﾂ 千葉県 02:57:35

101 1616 松澤 裕子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｺ 長野県 たまランクラブ 03:02:09

102 1623 山口 亜矢子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｺ 東京都 03:08:18

103 1584 小山 晶子 ｺﾔﾏ ｱｷｺ 東京都 03:10:18

104 1629 渡邉 幸子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁｺ 神奈川県 03:14:26


