
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 1537 小林 華蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 長野県 飯山城北中学校 00:59:53

2 1528 上條 佑依 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ 長野県 ＴＥＡＭ　ＹＵ３ 01:01:20

3 1535 木村 真希子 ｷﾑﾗ ﾏｷｺ 新潟県 01:05:42

4 1588 松沢 意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県 白馬中学校 01:06:05

5 1514 上原 舞 ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 長野県 01:07:38

6 1536 小池田 菜美 ｺｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 石川県 ジュピター 01:09:20

7 1511 伊藤 幸乃 ｲﾄｳ ｻﾁﾉ 長野県 01:09:49

8 1509 石坂 祐子 ｲｼｻﾞｶ ﾕｳｺ 千葉県 01:12:10

9 1554 高橋 典子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 埼玉県 01:12:36

10 1541 酒井 夕子 ｻｶｲ ﾕｳｺ 長野県 01:13:42

11 1562 土屋 和嘉子 ﾂﾁﾔ ﾜｶｺ 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 01:14:05

12 1587 松澤 杏奈 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 長野県 白馬かけっこクラブ 01:14:14

13 1593 三間 美恵子 ﾐﾂﾏ ﾐｴｺ 長野県 01:14:30

14 1584 増田 楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都 豊玉東小 01:15:22

15 1555 滝澤 敬栄子 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｴｺ 長野県 山ノ内町社協 01:15:26

16 1574 服部 真帆 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾎ 長野県 01:15:41

17 1503 青柳 啓子 ｱｵﾔｷﾞ ｹｲｺ 東京都 01:15:52

18 1521 小倉 ゆみ子 ｵｸﾞﾗ ﾕﾐｺ 新潟県 01:16:20

19 1550 清水 和佳子 ｼﾐｽﾞ ﾜｶｺ 長野県 01:16:27

20 1579 星野 良江 ﾎｼﾉ ﾖｼｴ 長野県 01:17:07

21 1592 水野 聡子 ﾐｽﾞﾉ ｻﾄｺ 長野県 01:18:23

22 1508 飯森 有希子 ｲｲﾓﾘ ﾕｷｺ 長野県 コジマエンジニアリン 01:18:31

23 1512 伊藤 玲子 ｲﾄｳ ﾚｲｺ 神奈川県 01:19:24

24 1596 茂田井 美香 ﾓﾀｲ ﾐｶ 新潟県 01:20:11

25 1505 赤羽 結衣 ｱｶﾊﾈ ﾕｲ 長野県 01:20:36

26 1527 金児 桜子 ｶﾈｺ ｻｸﾗｺ 長野県 01:21:11

27 1560 児野 雅代 ﾁｺﾞﾉ ﾏｻﾖ 長野県 01:25:07

28 1501 相山 菜穂子 ｱｲﾔﾏ ﾅﾎｺ 富山県 01:26:17

29 1557 田嶋 那津 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾂ 静岡県 向陽中 01:27:54

30 1597 山内 知恵子 ﾔﾏｳﾁ ﾁｴｺ 静岡県 01:28:11

31 1602 吉村 知紗 ﾖｼﾑﾗ ﾁｻ 愛知県 Ｃｏｍｍｏｎ 01:28:38

32 1551 新藤 彩香 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 愛知県 01:29:35

33 1524 掛川 直子 ｶｹｶﾞﾜ ﾅｵｺ 長野県 01:30:42

34 1599 山﨑 さとみ ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄﾐ 長野県 チームサンバ 01:31:22

35 1515 内生蔵 千恵里 ｳﾁｳｿﾞｳ ﾁｴﾘ 富山県 01:32:18

36 1526 加藤 博美 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 埼玉県 01:32:58

37 1572 野口 舞 ﾉｸﾞﾁ ﾏｲ 富山県 01:34:10

38 1569 南波 沙織 ﾅﾝﾊﾞ ｻｵﾘ 長野県 01:34:35

39 1516 太島 菜々子 ｵｵｼﾏ ﾅﾅｺ 新潟県 ほうれん草 01:34:54

40 1553 清野 美南 ｾｲﾉ ﾐﾅﾐ 新潟県 01:35:05
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41 1568 中村 孝子 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｺ 千葉県 01:35:21

42 1522 帯金 舞子 ｵﾋﾞｶﾈ ﾏｲｺ 長野県 帯金司法書士事務所 01:35:41

43 1601 吉田 菜那子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅｺ 長野県 01:35:59

44 1591 丸山 睦 ﾏﾙﾔﾏ ﾑﾂﾐ 栃木県 01:36:03

45 1594 峯村 恵美子 ﾐﾈﾑﾗ ｴﾐｺ 長野県 インサイド婦人部 01:36:35

46 1559 谷口 美千代 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ 新潟県 01:37:21

47 1520 奥寺 久美 ｵｸﾃﾞﾗ ｸﾐ 千葉県 ビッグ 01:37:57

48 1589 松下 綾子 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｺ 群馬県 01:38:05

49 1576 平澤 百合 ﾋﾗｻﾜ ﾕﾘ 岐阜県 ウイングラン飛 01:38:12

50 1567 中村 愛果 ﾅｶﾑﾗ ｱｲｶ 愛知県 ＫＡＣ 01:38:22

51 1507 阿部 志保 ｱﾍﾞ ｼﾎ 長野県 01:38:54

52 1552 杉下 順子 ｽｷﾞｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 ＫＡＣ 01:39:08

53 1506 浅野 奈々子 ｱｻﾉ ﾅﾅｺ 東京都 01:39:53

54 1566 中地 佐知江 ﾅｶｼﾞ ｻﾁｴ 東京都 01:40:14

55 1575 樋口 直子 ﾋｸﾞﾁ ﾅｵｺ 東京都 01:40:14

56 1585 松尾 みき ﾏﾂｵ ﾐｷ 東京都 01:40:33

57 1564 鳥居 直子 ﾄﾘｲ ﾅｵｺ 東京都 01:40:50

58 1565 取違 実千代 ﾄﾘﾁｶﾞｲ ﾐﾁﾖ 栃木県 01:41:00

59 1547 島崎 三千代 ｼﾏｻｷ ﾐﾁﾖ 富山県 01:41:11

60 1519 岡野 愛子 ｵｶﾉ ｱｲｺ 東京都 01:42:04

61 1534 北原 有紀子 ｷﾀﾊﾗ ﾕｷｺ 長野県 01:42:05

62 1532 岸野 恵子 ｷｼﾉ ｹｲｺ 神奈川県 01:42:30

63 1513 稲森 ふみ ｲﾅﾓﾘ ﾌﾐ 埼玉県 RUN美ズ 01:42:41

64 1542 坂本 紗羅 ｻｶﾓﾄ ｻﾗ 埼玉県 01:43:03

65 1543 坂本 美保 ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ 埼玉県 01:43:03

66 1546 志田 貴子 ｼﾀﾞ ﾀｶｺ 千葉県 流山ホトケーズ 01:43:07

67 1582 増田 かな子 ﾏｽﾀﾞ ｶﾅｺ 長野県 01:44:46

68 1583 増田 朝美 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾐ 長野県 01:44:46

69 1561 土田 はるか ﾂﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 東京都 01:48:24

70 1604 渡辺 真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 東京都 01:48:34

71 1563 土肥 みどり ﾄﾞﾋ ﾐﾄﾞﾘ 新潟県 01:49:19

72 1577 平原 好美 ﾋﾗﾊﾗ ﾖｼﾐ 新潟県 01:50:06

73 1540 斎藤 尚世 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖ 千葉県 01:50:31

74 1502 青木 はるみ ｱｵｷ ﾊﾙﾐ 三重県 菰野町社協 01:50:35

75 1545 塩原 緑 ｼｵﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川県 01:51:10

76 1529 神谷 千春 ｶﾐﾔ ﾁﾊﾙ 愛知県 01:51:59

77 1544 櫻井 久美子 ｻｸﾗｲ ｸﾐｺ 新潟県 01:54:03

78 1533 北澤 真衣 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ 長野県 01:54:17

79 1586 松岡 恵美 ﾏﾂｵｶ ﾒｸﾞﾐ 東京都 01:55:39

80 1549 清水 美代子 ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｺ 長野県 01:55:46

2/32019.4.13 

善光寺ラウンドトレイル
RESULT　【ショート8km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

81 1531 ギーザック 泉 ｷﾞｰｻﾞｯｸ ｲｽﾞﾐ 沖縄県 01:59:59

82 1517 大塚 綾子 ｵｵﾂｶ ｱﾔｺ 神奈川県 02:00:19

83 1581 堀内 万葉 ﾎﾘｳﾁ ﾏﾊ 長野県 02:00:48

84 1538 近藤 万里奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾅ 長野県 02:00:48

85 1571 丹羽 春佳 ﾆﾜ ﾊﾙｶ 長野県 02:00:49

86 1578 藤原 麻衣子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲｺ 神奈川県 02:02:28

87 1600 山田 浩美 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 長野県 02:03:47

88 1539 齊藤 愛 ｻｲﾄｳ ｱｲ 埼玉県 02:04:14

89 1548 清水 暁子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 長野県 02:06:25

90 1598 山口 千佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶ 長野県 チームやまもと 02:06:30

91 1530 河上 由紀美 ｶﾜｶﾐ ﾕｷﾐ 富山県 02:08:09

92 1504 赤羽 志保 ｱｶﾊﾈ ｼﾎ 長野県 02:09:31

93 1570 西澤 光代 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾖ 長野県 02:13:09

94 1590 松下 一實 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾄﾐ 静岡県 02:13:37
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