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善光寺ラウンドトレイル 
ＲＥＳＵＬＴ 【ショート７ｋｍ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 3032 後閑 文子 ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ 東京都  1:05:55

2 3054 立山 妃佐子 ﾀﾁﾔﾏ ﾋｻｺ 東京都  1:09:06

3 3057 土屋 和嘉子 ﾂﾁﾔ ﾜｶｺ 長野県 ＪＳＴ  1:09:30

4 3068 濱坂 愛 ﾊﾏｻｶ ｱｲ 富山県  1:11:07

5 3051 瀧澤 結月 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 東京都 フラワーライフ  1:12:29

6 3088 山崎 まり子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘｺ 長野県  1:13:41

7 3018 上村 文子 ｳｴﾑﾗ ｱﾔｺ 東京都  1:14:31

8 3049 高橋 典子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 東京都  1:15:01

9 3058 寺澤 佳代子 ﾃﾗｻﾜ ｶﾖｺ 長野県  1:15:39

10 3069 早川 陽子 ﾊﾔｶﾜ ﾖｳｺ 東京都  1:16:11

11 3034 小林 美紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 茨城県 あらし＋φ部  1:16:12

12 3042 志賀 美由紀 ｼｶﾞ ﾐﾕｷ 神奈川県  1:16:49

13 3055 谷川 君恵 ﾀﾆｶﾞﾜ ｷﾐｴ 群馬県  1:17:10

14 3075 降籏 和美 ﾌﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾐ 長野県 長野県立こども病院  1:17:45

15 3039 櫻井 直子 ｻｸﾗｲ ﾅｵｺ 長野県  1:19:30

16 3035 駒村 直子 ｺﾏﾑﾗ ﾅｵｺ 長野県  1:19:49

17 3020 内山 由香 ｳﾁﾔﾏ ﾕｶ 長野県  1:19:53

18 3063 中林 真里 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 愛知県  1:20:00

19 3048 髙橋 佳代子 ﾀｶﾊｼ ｶﾖｺ 神奈川県 走人  1:21:55

20 3064 中山 千穂 ﾅｶﾔﾏ ﾁﾎ 千葉県  1:22:42

21 3045 須藤 真理子 ｽﾄｳ ﾏﾘｺ 東京都 ちーむＳＵＴＯ  1:23:40

22 3030 黒岩 桃子 ｸﾛｲﾜ ﾓﾓｺ 千葉県  1:24:50

23 3004 新井 彩紀 ｱﾗｲ ｻｷ 長野県  1:25:28

24 3027 木村 美波 ｷﾑﾗ ﾐﾅﾐ 東京都  1:25:45

25 3006 飯島 恵美 ｲｲｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 長野県 上田佐久司法事務所  1:26:37

26 3053 竹前 律子 ﾀｹﾏｴ ﾘﾂｺ 長野県 購買  1:26:56

27 3007 石川 雅世 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾖ 長野県  1:27:09

28 3041 佐藤 ゆかり ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 神奈川県  1:27:20

29 3023 大塚 早奈江 ｵｵﾂｶ ｻﾅｴ 東京都  1:27:49

30 3062 中地 佐知江 ﾅｶｼﾞ ｻﾁｴ 東京都 女子酒豪会  1:27:56

31 3070 樋口 直子 ﾋｸﾞﾁ ﾅｵｺ 東京都 女子酒豪会  1:27:57

32 3074 福田 知子 ﾌｸﾀ ﾄﾓｺ 岐阜県  1:28:38

33 3036 斉藤 和音 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾈ 長野県  1:29:33

34 3040 佐藤 志津枝 ｻﾄｳ ｼﾂﾞｴ 長野県 老健ふるさと  1:29:45

35 3025 金児 美香 ｶﾈｺ ﾐｶ 長野県  1:30:08

36 3089 山田 清香 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 新潟県  1:30:53

37 3037 佐伯 貴子 ｻｴｷ ﾀｶｺ 東京都  1:32:00

38 3052 竹内 沙也加 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 新潟県  1:32:19

39 3066 初山 由紀 ﾊﾂﾔﾏ ﾕｷ 千葉県  1:32:25

40 3021 及川 華恵 ｵｲｶﾜ ﾊﾅｴ 東京都  1:33:27
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41 3001 相川 みはる ｱｲｶﾜ ﾐﾊﾙ 山梨県  1:33:58

42 3073 蛭田 実沙 ﾋﾙﾀ ﾐｻ 東京都  1:34:09

43 3065 田中 実子 ﾅﾀｶ ｼﾞﾂｺ 千葉県  1:34:58

44 3046 芹澤 亜里紗 ｾﾘｻﾞﾜ ｱﾘｻ 長野県  1:36:10

45 3011 伊戸 詩織 ｲﾄﾞ ｼｵﾘ 愛知県 名古屋地方検察庁  1:36:10

46 3019 内山 麻衣子 ｳﾁﾔﾏ ﾏｲｺ 東京都  1:38:02

47 3022 大上 しほ ｵｵｳｴ ｼﾎ 愛知県 Ｏ?ＵＥ  1:38:11

48 3016 上野 ひと美 ｳｴﾉ ﾋﾄﾐ 長野県 上野建設  1:40:21

49 3017 植野 由梨 ｳｴﾉ ﾕﾘ 埼玉県 ランプロ０８  1:41:23

50 3047 高 幸江 ﾀｶ ﾕｷｴ 東京都  1:41:58

51 3072 蛭田 美季 ﾋﾙﾀ ﾐｷ 東京都  1:43:10

52 3015 上嶋 真由美 ｳｴｼﾏ ﾏﾕﾐ 埼玉県  1:43:35

53 3080 宮崎 豊子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾖｺ 長野県 塩崎ＲＣ  1:43:42

54 3082 村上 環奈 ﾑﾗｶﾐ ｶﾝﾅ 富山県  1:44:23

55 3059 利岡 菜穂子 ﾄｼｵｶ ﾅﾎｺ 東京都  1:45:53

56 3076 増田 真矢 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾔ 長野県  1:46:17

57 3010 石水 佳子 ｲｼﾐｽﾞ ﾖｼｺ 東京都  1:46:25

58 3002 浅利 さとみ ｱｻﾘ ｻﾄﾐ 山梨県  1:47:30

59 3029 栗原 由香 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾕｶ 東京都  1:48:00

60 3003 麻生 ありさ ｱｿｳ ｱﾘｻ 東京都  1:48:51

61 3012 稲葉 幸子 ｲﾅﾊﾞ ｻﾁｺ 埼玉県  1:49:29

62 3031 小磯 祐子 ｺｲｿ ﾕｳｺ 神奈川県 商工中金  1:50:23

63 3061 長岡 博子 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｺ 京都府  1:50:29

64 3043 島田 嘉美 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾐ 沖縄県  1:52:01

65 3067 花木 麻友子 ﾊﾅｷ ﾏﾕｺ 愛知県  1:55:50

66 3024 荻原 祐三子 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕﾐｺ 長野県  2:01:19

67 3050 高村 幸子 ﾀｶﾑﾗ ｻﾁｺ 山梨県  2:06:26

68 3005 飯島 文江 ｲｲｼﾞﾏ ﾌﾐｴ 長野県 ＮＬＦＯ  2:06:51

69 3085 安井 淑子 ﾔｽｲ ﾖｼｺ 愛知県  2:09:03

70 3056 辻川 裕 ﾂｼﾞｶﾜ ﾕｳ 埼玉県 いかわらう  2:13:19


