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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 3082 山崎 吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平中  0:56:51

2 3009 石渡 保子 ｲｼﾜﾀﾘ ﾔｽｺ 東京都 メガロス葛飾  1:06:17

3 3030 小林 華蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 長野県 飯山市城北中学校  1:06:19

4 3049 立山 妃佐子 ﾀﾁﾔﾏ ﾋｻｺ 東京都  1:09:34

5 3039 属 美緒 ｻｯｶ ﾐｵ 愛知県  1:09:43

6 3018 岡田 恵 ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 新潟県  1:11:08

7 3017 岡田 香織 ｵｶﾀﾞ ｶｵﾘ 埼玉県 航空自衛隊入間  1:11:35

8 3047 滝澤 敬栄子 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｴｺ 長野県 山ノ内町社協  1:12:40

9 3056 中村 明美 ﾅｶﾑﾗ ｱｹﾐ 石川県 ジュピター  1:13:37

10 3014 大川 未緒 ｵｵｶﾜ ﾐｵ 東京都  1:13:46

11 3078 柳澤 幸子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻﾁｺ 長野県  1:16:32

12 3072 丸尾 依子 ﾏﾙｵ ﾖﾘｺ 東京都  1:16:48

13 3081 山崎 まり子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘｺ 長野県  1:18:25

14 3027 久保山 千秋 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾁｱｷ 東京都  1:21:33

15 3069 増田 楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都 豊玉東小  1:24:34

16 3032 駒村 直子 ｺﾏﾑﾗ ﾅｵｺ 長野県  1:25:02

17 3077 茂田井 美香 ﾓﾀｲ ﾐｶ 新潟県  1:25:12

18 3054 仲道 佳代 ﾅｶﾐﾁ ｶﾖ 神奈川県  1:25:49

19 3035 酒井 美波子 ｻｶｲ ﾐﾅｺ 東京都 酒井波湖  1:27:42

20 3045 鈴木 忍 ｽｽﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 山猿  1:30:32

21 3060 初山 由紀 ﾊﾂﾔﾏ ﾕｷ 千葉県 ＵＳＡＭＩＲＣ  1:31:01

22 3053 中東 みちる ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾐﾁﾙ 長野県  1:32:07

23 3005 安達 さや佳 ｱﾀﾞﾁ ｻﾔｶ 東京都  1:33:03

24 3040 嶋田 由美子 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ 長野県  1:35:41

25 3020 小野澤 領子 ｵﾉｻﾞﾜ ｴﾘｺ 東京都  1:35:46

26 3071 松本 真紀子 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷｺ 長野県  1:36:01

27 3029 小西 恵美子 ｺﾆｼ ｴﾐｺ 長野県  1:36:54

28 3016 大林 雅美 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ 長野県 軽井沢西部小学校  1:37:15

29 3003 青柳 恵美子 ｱｵﾔｷﾞ ｴﾐｺ 東京都  1:37:18

30 3034 近藤 佑 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 長野県  1:37:31

31 3010 内野 優香 ｳﾁﾉ ﾕｳｶ 長野県  1:38:11

32 3064 廣澤 美帆 ﾋﾛｻﾜ ﾐﾎ 長野県  1:38:28

33 3050 田村 美樹 ﾀﾑﾗ ﾐｷ 東京都  1:38:57

34 3059 田中 実子 ﾅﾀｶ ｼﾞﾂｺ 千葉県  1:39:25

35 3075 宮崎 千尋 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 長野県  1:40:04

36 3074 三澤 由子 ﾐｻﾜ ﾕｳｺ 神奈川県  1:40:50

37 3038 櫻田 利加 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｶ 宮城県  1:42:09

38 3067 本田 裕子 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｺ 新潟県  1:45:00

39 3046 高 幸江 ﾀｶ ﾕｷｴ 東京都  1:48:19

40 3012 大内 恵美子 ｵｵｳﾁ ｴﾐｺ 千葉県  1:48:41
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41 3057 中村 梓 ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ 新潟県  1:49:16

42 3055 中村 愛果 ﾅｶﾑﾗ ｱｲｶ 愛知県 ＫＡＣ  1:51:50

43 3043 杉下 順子 ｽｷﾞｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 ＫＡＣ  1:51:54

44 3024 神林 しの ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｼﾉ 埼玉県  1:52:15

45 3021 小野寺 祐子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｺ 岩手県  1:53:15

46 3079 山岸 瑞穂 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｽﾞﾎ 石川県  1:53:33

47 3066 堀田 寿恵 ﾎﾘﾀ ﾋｻｴ 石川県  1:53:36

48 3019 奥寺 久美 ｵｸﾃﾞﾗ ｸﾐ 千葉県 ビッグ  1:54:14

49 3022 勝又 美和 ｶﾂﾏﾀ ﾐﾜ 新潟県  1:54:54

50 3058 中村 真紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｺ 長野県  1:55:32

51 3011 浦野 早苗 ｳﾗﾉ ｻﾅｴ 長野県  1:56:50

52 3061 林 美都利 ﾊﾔｼ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県  1:57:35

53 3002 青木 尚美 ｱｵｷ ﾋｻﾐ 長野県  1:59:33

54 3062 姫野 久乃 ﾋﾒﾉ ﾋｻﾉ 東京都 ボクちゃん  2:00:03

55 3070 増田 真矢 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾔ 長野県  2:00:20

56 3023 上谷 かおり ｶﾐﾀﾆ ｶｵﾘ 福井県  2:01:47

57 3033 近藤 麻美 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾐ 新潟県  2:03:10

58 3044 鈴木 梢 ｽｽﾞｷ ｺｽﾞｴ 長野県  2:03:15

59 3068 前島 良枝 ﾏｴｼﾞﾏ ﾖｼｴ 静岡県  2:04:43

60 3001 合田 容子 ｱｲﾀﾞ ﾖｳｺ 東京都  2:05:24

61 3031 小林 さくら ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 福井県  2:05:49

62 3006 阿部 桜子 ｱﾍﾞ ｻｸﾗｺ 東京都  2:07:34

63 3063 平井 直子 ﾋﾗｲ ﾅｵｺ 神奈川県  2:07:49

64 3026 北原 有紀子 ｷﾀﾊﾗ ﾕｷｺ 長野県  2:08:39

65 3051 東城 瀬戸子 ﾄｳｼﾞｮｳ ｾﾄｺ 埼玉県  2:15:49

66 3037 櫻井 久美子 ｻｸﾗｲ ｸﾐｺ 新潟県  2:16:51

67 3065 藤塚 千恵 ﾌｼﾞﾂﾞｶ ﾁｴ 長野県  2:24:19

68 3073 丸山 尊子 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｺ 新潟県  2:28:42

69 3036 坂崎 文映 ｻｶｻﾞｷ ﾌﾐｴ 東京都  2:36:38

70 3048 竹内 恵里香 ﾀｹｳﾁ ｴﾘｶ 新潟県  4:01:04


