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1 151 関野 茜 ｾｷﾉ ｱｶﾈ コモディイイダ 東京 東京都 2:41:20
2 51 吉田 香澄 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 愛知電機 愛知 愛知県 2:44:19
3 1362 森野 麻美 ﾓﾘﾉ ｱｻﾐ リスタート 東京 東京都 2:44:35
4 152 岩村 聖華 ｲﾜﾑﾗ ｾｲｶ Ｙ＆Ｉ Ｇｒｏｕｐ 熊本 熊本県 2:49:34
5 1325 髙野 温菜 ﾀｶﾉ ﾊﾙﾅ ヒヤメシＲＣ 東京 千葉県 2:49:47
6 1322 田中 礼美 ﾀﾅｶ ﾖｼﾐ 平塚市陸協 神奈川 神奈川県 2:52:13
7 50003 秋山 穂乃果 ｱｷﾔﾏ ﾎﾉｶ 長野県警察 長野 長野県 2:54:32
8 1327 遠藤 知佐 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｻ 東京陸協 東京 東京都 2:55:05
9 1349 浅田 志帆 ｱｻﾀﾞ ｼﾎ 八十二証券 長野 上田市 2:55:25

10 1329 冨井 菜月 ﾄﾐｲ ﾅﾂｷ 東京陸協 東京 東京都 2:57:22
11 153 大地 穂 ｵｵﾁ ｽｲ クロスブレイス 東京 東京都 2:57:59
12 1331 山神 由佳 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｶ 三重陸協 三重 三重県 2:58:01
13 70 小田切 亜希 ｵﾀｷﾞﾘ ｱｷ 竹村製作所 長野 長野県 2:58:22
14 1345 小林 美香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 長野市陸協 長野 長野市 2:58:28
15 1326 佐藤 紀美 ｻﾄｳ ｺﾄﾐ うなぎいぬ新潟 新潟 新潟県 2:59:07
16 1339 臼井 夏海 ｳｽｲ ﾅﾂﾐ 池田針灸整骨院 長野 中野市 2:59:56
17 1323 安川 沙弥香 ﾔｽｶﾜ ｻﾔｶ ａｗａｋｅ 石川 石川県 3:01:15
18 1356 大澤 結 ｵｵｻﾜ ﾕｲ 大阪 大阪府 3:02:15
19 1340 佐藤 寿枝 ｻﾄｳ ﾄｼｴ ＲＵＮＷＥＢ 千葉 千葉県 3:02:29
20 1334 嶋田 早紀 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ シンダイイリク 長野 松本市 3:02:58
21 1361 森崎 千寿 ﾓﾘｻﾞｷ ﾁｽﾞ 東京 東京都 3:03:11
22 1335 小山 園子 ｺﾔﾏ ｿﾉｺ 腰越ＪＳＣ 長野 東御市 3:05:24
23 1344 結城 真希子 ﾕｳｷ ﾏｷｺ 東京 埼玉県 3:07:23
24 1351 表 知史 ｵﾓﾃ ﾁﾌﾐ 八十二銀行 長野 松本市 3:08:59
25 1337 湊 瑛穂 ﾐﾅﾄ ｱｷﾎ 千葉 千葉県 3:09:00
26 2735 高原 淳子 ﾀｶﾊﾗ ｱﾂｺ 長野市陸協 長野 長野市 3:09:47
27 1359 蛯名 由佳 ｴﾋﾞﾅ ﾕｶ 上州アスリート 群馬 群馬県 3:09:52
28 1348 水口 麻美 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｻﾐ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 3:10:28
29 1352 寺木 佐和子 ﾃﾗｷ ｻﾜｺ 愛知県 3:10:35
30 2761 田子 忍 ﾀｺﾞ ｼﾉﾌﾞ 須坂市陸協 長野 須坂市 3:10:46
31 2771 兒玉 里恵 ｺﾀﾞﾏ ｻﾄｴ ｃｌｕｂ ＭＳＲ 富山 富山県 3:10:47
32 2746 水戸 薫 ﾐﾄ ｶｵﾙ ジョイフルラン 大阪 大阪府 3:11:32
33 1343 佐竹 一美 ｻﾀｹ ｶｽﾞﾐ まるＲＣ 高知 高知県 3:11:50
34 1342 梶原 千裕 ｶｼﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 大阪 大阪府 3:12:20
35 2751 山口 典子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 長野マラソンクラブ 長野 小諸市 3:12:38
36 1354 細谷 香苗 ﾎｿﾔ ｶﾅｴ Ｒ×Ｌ＋ 埼玉 東京都 3:13:04
37 1355 矢澤 美紀 ﾔｻﾞﾜ ﾐｷ 長野 宮田村 3:14:17
38 1332 加藤 千代子 ｶﾄｳ ﾁﾖｺ 名古屋市役所走友会 愛知 愛知県 3:14:24
39 2744 石井 靖子 ｲｼｲ ﾔｽｺ ｄｏｌｐｈｉｎｓ 神奈川 神奈川県 3:15:55
40 2773 赤松 竜子 ｱｶﾏﾂ ﾘｭｳｺ Ｔ・ＴーＡＣ 東京 東京都 3:16:10
41 3638 ワメーザ ユリア ﾜﾒｰｻﾞ ﾕﾘｱ 東京 東京都 3:16:44
42 2788 竹田 奈々子 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｺ 富山県 3:17:12
43 2748 鹿野 恵利子 ｼｶﾉ ｴﾘｺ チーム北斗号 長野 長野市 3:17:39
44 50002 西谷 綾子 ﾆｼﾀﾆ ｱﾔｺ 東京 東京都 3:18:13
45 2782 岩瀬 友香 ｲﾜｾ ﾕｶ クラブＲ２ 神奈川県 3:18:33
46 2763 君島 由夏 ｷﾐｼﾏ ﾕｶ ＴＫＤーＢＲＣ 東京都 3:20:34
47 2736 松崎 由紀 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｷ まるＲＣ 高知 高知県 3:20:54
48 2785 橋本 麻衣子 ﾊｼﾓﾄ ﾏｲｺ 神奈川県 3:21:06
49 2733 島田 優子 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 長野市陸協 長野 長野市 3:21:08
50 2742 渡辺 ゆりか ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ 天神橋ポイントクラブ 愛知 愛知県 3:23:12
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51 2765 古家 久視子 ﾌﾙﾔ ｸﾐｺ 山梨県 3:23:34
52 2780 浅野 貴子 ｱｻﾉ ﾀｶｺ リスタート 神奈川県 3:24:31
53 2747 片瀬 昌子 ｶﾀｾ ﾏｻｺ ハリアーズ 東京都 3:24:53
54 2796 青木 佳代 ｱｵｷ ｶﾖ 長野市 3:24:54
55 2750 田中 典子 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ ミリカＡＣ 福岡 福岡県 3:24:55
56 2784 錦織 久美 ﾆｼｺｵﾘ ｸﾐ スマイリー 静岡県 3:24:57
57 2774 福田 恭子 ﾌｸﾀﾞ ｷｮｳｺ エアラン東京 東京都 3:25:02
58 2754 平間 あづさ ﾋﾗﾏ ｱﾂﾞｻ 埼玉 東京都 3:25:55
59 3663 齊藤 利恵 ｻｲﾄｳ ﾘｴ 石川県 3:26:07
60 3668 太田 理恵 ｵｵﾀ ﾘｴ ＲＡＣ 埼玉 埼玉県 3:26:08
61 1360 杉浦 美由紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾕｷ トヨタＳＣ 愛知 愛知県 3:26:17
62 2737 川井 未緒 ｶﾜｲ ﾐｵ アトミクラブ 東京 千葉県 3:26:26
63 1330 正木 裕美 ﾏｻｷ ﾋﾛﾐ 東京陸協 東京 東京都 3:27:12
64 2770 佐藤 夕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ さいたま走友会 埼玉 東京都 3:27:41
65 2759 庄内 菜穂子 ｼｮｳﾅｲ ﾅｵｺ 東京 東京都 3:28:24
66 5979 前坂 栞 ﾏｴｻｶ ｼｵﾘ 山口県 3:28:25
67 2767 大久保 陽子 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｳｺ 埼玉県 3:28:32
68 3634 岡安 あゆみ ｵｶﾔｽ ｱﾕﾐ 神奈川県 3:28:42
69 3661 島田 浩美 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ ｃｈ．ｂｏｏｋｓ 飯綱町 3:28:47
70 3642 田島 美穂 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾎ 富山 大阪府 3:28:55
71 1357 赤 美幸 ｾｷ ﾐﾕｷ 東京都 3:28:56
72 2789 副島 玉恵 ｿｴｼﾞﾏ ﾀﾏｴ 北九州ランステ 福岡 福岡県 3:28:57
73 2741 川中 真里 ｶﾜﾅｶ ﾏﾘ マソレン 京都 京都府 3:29:11
74 1350 横尾 勝江 ﾖｺｵ ｶﾂｴ 上越市陸上競技協会 新潟 新潟県 3:29:34
75 2775 大澤 寿代 ｵｵｻﾜ ﾋｻﾖ 雨宮郵便局 長野市 3:29:37
76 4709 笠原 敏恵 ｶｻﾊﾗ ﾄｼｴ ふろとも 東京都 3:29:39
77 3644 山口 生美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾐ 長野市 3:30:29
78 2760 中村 沙知 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁ 千葉県 3:30:30
79 3685 鮎澤 茉耶 ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾔ 岡谷市 3:30:32
80 3646 直江 佐穂里 ﾅｵｴ ｻﾎﾘ 東京 東京都 3:30:39
81 1341 樋口 知子 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ ナイトランＡＣ 大阪 大阪府 3:30:41
82 3679 北島 奈緒 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵ ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ 東京 千葉県 3:30:48
83 4765 中山 翠 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川県 3:31:31
84 2779 佐藤 佳世子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ 多摩川クラブ 東京 神奈川県 3:31:32
85 3636 田中 香 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ 新潟県 3:33:35
86 2783 若宮 恵理子 ﾜｶﾐﾔ ｴﾘｺ 東京 東京都 3:33:44
87 4748 福山 泉 ﾌｸﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 千葉県 3:33:49
88 3656 佐久間 信子 ｻｸﾏ ﾉﾌﾞｺ 新潟県 3:34:00
89 3672 後藤 理恵子 ｺﾞﾄｳ ﾘｴｺ 長野市 3:34:05
90 3680 丸田 祐子 ﾏﾙﾀ ﾕｳｺ 柳澤病院 上田市 3:34:21
91 5948 濱 摩里子 ﾊﾏ ﾏﾘｺ 東京 埼玉県 3:34:29
92 3671 白壁 奏子 ｼﾗｶﾍﾞ ｶﾅｺ 東京 東京都 3:34:37
93 3645 有賀 のり子 ｱﾙｶﾞ ﾉﾘｺ 東京 東京都 3:34:55
94 2772 中島 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｺ 埼玉県 3:35:07
95 3647 川瀬 はるな ｶﾜｾ ﾊﾙﾅ ＲＳＬＡＢ 東京 東京都 3:35:16
96 3633 久保田 裕衣 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 東京 東京都 3:35:41
97 5988 高木 実穂 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 長電スイミング中野 中野市 3:36:05
98 3640 西村 順子 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ てるみんクラブ 滋賀 滋賀県 3:36:37
99 2755 上村 志保 ｶﾐﾑﾗ ｼﾎ 千葉 千葉県 3:36:53

100 4720 細谷 みゆき ﾎｿﾔ ﾐﾕｷ 松戸２１ＲＣ 東京 千葉県 3:37:01
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101 3641 森 恵子 ﾓﾘ ｹｲｺ 新町病院ＲＣ 長野市 3:37:09
102 2756 原田 晴美 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ ニッポンランナーズ 千葉 東京都 3:37:18
103 4726 島 志乃 ｼﾏ ｼﾉ 富山県 3:37:22
104 3676 清水 真由美 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 愛知県 3:37:39
105 4715 芝原 智子 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾉﾘｺ 東京 東京都 3:37:56
106 2794 石澤 智子 ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 神奈川県 3:38:28
107 3673 矢部 麻貴 ﾔﾍﾞ ﾏｷ 岩原塾 宮城 神奈川県 3:38:44
108 2793 金子 里絵 ｶﾈｺ ﾘｴ 新潟県 3:39:13
109 3660 原 由江 ﾊﾗ ﾖｼｴ 群馬県 3:39:33
110 2752 佐塚 裕美子 ｻﾂｶ ﾕﾐｺ 佐久市陸協 長野 佐久市 3:39:41
111 3667 内藤 恵理子 ﾅｲﾄｳ ｴﾘｺ チーム絶校長 諏訪市 3:40:06
112 3693 加藤 由香 ｶﾄｳ ﾕｶ 愛知県 3:40:07
113 4738 室谷 彬子 ﾑﾛﾔ ｱｷｺ 神奈川県 3:40:16
114 2778 松平 佳子 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾖｼｺ 大阪府 3:40:57
115 3696 鈴木 真依 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 埼玉県 3:41:01
116 4764 牛山 あゆみ ｳｼﾔﾏ ｱﾕﾐ シティーランナー 長野 茅野市 3:41:19
117 4749 栗林 友美 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ あまＲＣ 愛知県 3:41:34
118 4739 山﨑 千夏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 千曲市 3:41:52
119 2769 水川 あさみ ﾐｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ ＲＤＣ 東京 東京都 3:41:58
120 4728 正躰 祐見子 ｼｮｳﾀｲ ﾕﾐｺ 枚方マスターズ 大阪 大阪府 3:42:11
121 4779 小椋 理恵 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｴ 東京都 3:42:17
122 3657 中林 頼子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖﾘｺ 狭山池夕焼けラン 大阪 大阪府 3:42:21
123 3682 近藤 紫乃 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾉ ハリアーズ 東京 東京都 3:42:27
124 2786 二俣 由美子 ﾌﾀﾏﾀ ﾕﾐｺ 札幌エクセルＲＣ 北海道 北海道 3:42:38
125 4719 倉田 亜子 ｸﾗﾀ ｱｺ 市民病院ＲＣ 長野市 3:42:39
126 3651 鴨下 真紀子 ｶﾓｼﾀ ﾏｷｺ カモ 東京都 3:43:00
127 2777 野辺 由美 ﾉﾍﾞ ﾕﾐ セカンドウィンド横浜 神奈川 神奈川県 3:43:09
128 3675 飯野 久子 ｲｲﾉ ﾋｻｺ 東京 東京都 3:43:53
129 7786 堰合 一愛 ｾｷｱｲ ｶﾂﾞｴ 神奈川県 3:44:17
130 2738 阿部 和枝 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｴ ＵＳＡＭＩＲＣ 東京 千葉県 3:44:19
131 4724 藤本 牧子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｷｺ 大阪府 3:44:34
132 3632 坂井 真由美 ｻｶｲ ﾏﾕﾐ 岐阜県 3:44:44
133 3643 友野 優子 ﾄﾓﾉ ﾏｻｺ 南箕輪村 3:44:45
134 2776 横井 由貴子 ﾖｺｲ ﾕｷｺ 防府市陸上競技協会 山口 山口県 3:45:02
135 4730 田沼 美華 ﾀﾇﾏ ﾐｶ 群馬県 3:45:16
136 6015 若宮 未希 ﾜｶﾐﾔ ﾐｷ 東京都 3:45:43
137 3677 岡崎 尚子 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｺ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 3:46:32
138 4744 金子 一美 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾐ 東京都 3:46:40
139 4714 狩野 真里 ｶﾉｳ ﾏﾘ やぁげんらぁと 長野 大町市 3:46:44
140 3690 西出 良美 ﾆｼﾃﾞ ﾖｼﾐ 三重 三重県 3:47:03
141 9466 原 洋子 ﾊﾗ ﾖｳｺ 松本市 3:47:04
142 3655 長谷川 陽子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｺ 東京都 3:47:18
143 2795 近藤 美樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｷ ＲＤＣ 東京 東京都 3:47:21
144 7821 山田 美登里 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 長野市 3:47:44
145 4723 岡 佳保里 ｵｶ ｶﾎﾘ ブルーミング 京都府 3:48:31
146 4781 田中 喜久 ﾀﾅｶ ｷｸ 東京都 3:48:32
147 3664 松下 しげ子 ﾏﾂｼﾀ ｼｹﾞｺ ｊアスリーツ 千葉県 3:48:39
148 2768 菊井 祐子 ｷｸｲ ﾕｳｺ ＹＭＲＣ 奈良 奈良県 3:48:47
149 6010 山崎 渚 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 須藤医院 中野市 3:48:50
150 3681 荒井 友花 ｱﾗｲ ﾕｶ 丸善食品工業 長野市 3:48:53
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151 3650 泉 雅代 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾖ きたながのＲＣ 長野市 3:48:55
152 4757 中竹 貴子 ﾅｶﾀｹ ﾀｶｺ ナチュラルフー 静岡県 3:49:02
153 3654 澤村 佐登美 ｻﾜﾑﾗ ｻﾄﾐ 枚方マスターズ陸上競 大阪 大阪府 3:49:10
154 4763 田篠 厚子 ﾀｼﾉ ｱﾂｺ ＨＭＴ 飯綱町 3:49:13
155 2766 青山 ヱリカ ｱｵﾔﾏ ｴﾘｶ ＡＲＣ 東京都 3:49:20
156 4745 高瀬 真紀子 ﾀｶｾ ﾏｷｺ さいたま走友会 埼玉 埼玉県 3:49:31
157 6024 Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ Ｈｉｇｇｉｎｓ 長崎県 3:49:50
158 4713 本原 昌美 ﾓﾄﾊﾗ ﾏｻﾐ ｅＡ大阪 大阪 神奈川県 3:50:21
159 4759 藤井 恵理子 ﾌｼﾞｲ ｴﾘｺ 岐阜県 3:50:38
160 6028 古口 明子 ｺｸﾞﾁ ｱｷｺ 城北クラブ 東京都 3:50:40
161 3689 守山 文子 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾔｺ ＳＭＢ建材 東京 東京都 3:50:46
162 4731 八子 めぐ美 ﾔｺ ﾒｸﾞﾐ 新潟県 3:50:59
163 2792 ムーン ステファニー ﾑｰﾝ ｽﾃﾌｧﾆｰ 岡谷山稜会 安曇野市 3:51:05
164 4747 丸山 さやか ﾏﾙﾔﾏ ｻﾔｶ 小諸市 3:51:14
165 4775 加部 知子 ｶﾍﾞ ﾄﾓｺ ＨＲＣ 群馬 群馬県 3:51:59
166 4778 大西 なおみ ｵｵﾆｼ ﾅｵﾐ ＮＲ多摩 東京都 3:52:05
167 5987 斉藤 美江 ｻｲﾄｳ ﾐｴ チームゆうゆう 須坂市 3:52:07
168 4773 宇津木 美栄 ｳﾂｷﾞ ﾐｴ 京都府 3:52:19
169 4755 池田 直美 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾐ 岡山陸協 岡山 岡山県 3:52:20
170 4727 原 真理 ﾊﾗ ﾏﾘ 埼玉県 3:52:27
171 5927 永塚 千代子 ﾅｶﾞﾂｶ ﾁﾖｺ ハリアーズ 東京 東京都 3:52:30
172 2781 杉山 由紀子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ 神奈川県 3:52:44
173 4790 田邉 雅子 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 東京都 3:52:58
174 4793 清澤 恵 ｷﾖｻﾜ ﾒｸﾞﾐ ＲＤＣ ＲＵＮ ＣＬ 東京 東京都 3:53:01
175 6000 竹中 直子 ﾀｹﾅｶ ﾅｵｺ シーテック 長野市 3:53:09
176 4796 田中 吾津子 ﾀﾅｶ ｱﾂｺ 東京都 3:53:09
177 5998 足立 千恵子 ｱﾀﾞﾁ ﾁｴｺ （仮）みつやライダー 新潟県 3:53:12
178 5937 池田 広美 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾐ 神奈川県 3:53:13
179 4762 小林 照美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾐ 亀戸走ろう会 東京都 3:53:16
180 5997 成瀬 摩耶 ﾅﾙｾ ﾏﾔ 愛知県 3:53:18
181 7813 岩崎 佳弥 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾐ 石川県 3:53:20
182 4758 角谷 佳子 ｶｸﾀﾆ ﾖｼｺ さいたま走友会 埼玉県 3:53:26
183 4795 宮川 典子 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾘｺ ドルフィンズ 神奈川 東京都 3:53:37
184 3688 田島 樹理 ﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾘ 千葉 千葉県 3:53:45
185 8561 神田 百合香 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾘｶ 東京都 3:53:46
186 4789 小笠原 望 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ たまらん 東京都 3:53:56
187 2762 高橋 明美 ﾀｶﾊｼ ｱｹﾐ あいおいニッセイ同和 東京 東京都 3:54:01
188 4754 梅原 ひかる ｳﾒﾊﾗ ﾋｶﾙ ◆大野田陸上部◆ 東京都 3:54:36
189 4776 望月 英子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴｲｺ 山梨県 3:54:39
190 4733 下村 真希 ｼﾓﾑﾗ ﾏｷ 長野市 3:54:48
191 4716 亀島 陽子 ｶﾒｼﾏ ﾖｳｺ 神奈川県 3:54:55
192 3665 川上 雅子 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本市陸協 長野 松本市 3:55:07
193 4710 金井 秀子 ｶﾅｲ ﾋﾃﾞｺ 長野市 3:55:18
194 7836 柳澤 零無 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚｲﾅ チームＴ＆Ｍ 新潟県 3:55:25
195 2791 根橋 かおり ﾈﾊﾞｼ ｶｵﾘ 愛知 東京都 3:55:46
196 3659 田中 陽子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 東京都 3:55:56
197 5930 川野 恵美 ｶﾜﾉ ｴﾐ 東京都 3:56:09
198 3670 山口 真知子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾁｺ 大阪府 3:56:17
199 4734 清水 薫 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 上田市 3:56:24
200 4782 大出 恭子 ｵｵｲﾃﾞ ｷｮｳｺ 東京都 3:56:28
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201 5946 加藤 知子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ グランペール 愛知県 3:57:05
202 3692 杉浦 浩美 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾐ 国分寺走ろう会 東京都 3:57:27
203 4791 奥村 圭子 ｵｸﾑﾗ ｹｲｺ 愛知県 3:57:32
204 5993 宮下 庸子 ﾐﾔｼﾀ ﾖｳｺ 伊那市 3:57:33
205 3635 鬼頭 直子 ｷﾄｳ ﾅｵｺ 愛知県 3:57:42
206 3694 谷水 佐帆 ﾀﾆﾐｽﾞ ｻﾎ 東京都 3:57:51
207 8583 猪俣 有加 ｲﾉﾏﾀ ｱﾘｶ 荒砥走友会 群馬 群馬県 3:57:54
208 5934 伊藤 弓恵 ｲﾄｳ ﾕﾐｴ 愛知県 3:57:56
209 7767 天徳 美香 ﾃﾝﾄｸ ﾐｶ 兵庫県 3:58:18
210 3684 増田 幸子 ﾏｽﾀﾞ ｻﾁｺ 愛知県 3:58:36
211 5983 小峰 典子 ｺﾐﾈ ﾉﾘｺ 神奈川県 3:58:46
212 5990 田中 郁美 ﾀﾅｶ ｲｸﾐ 新潟県 3:58:47
213 3658 滝沢 菜絵 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 長野市 3:58:49
214 5992 萱津 理佳 ｶﾔﾂ ﾘｶ ◆ちーむ萱津◆ 長野市 3:58:50
215 5963 金沢 美樹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 神奈川県 3:58:53
216 4735 犬尾 英里子 ｲﾇｵ ｴﾘｺ 東京都 3:58:53
217 1347 長谷川 朋加 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ 東京 東京都 3:58:56
218 4743 掛川 直子 ｶｹｶﾞﾜ ﾅｵｺ 東御市 3:58:59
219 7787 大熊 喜美 ｵｵｸﾏ ﾖｼﾐ 埼玉県 3:59:00
220 5951 安井 恵子 ﾔｽｲ ｹｲｺ 三重県 3:59:15
221 6031 今井 まり絵 ｲﾏｲ ﾏﾘｴ 千葉県 3:59:35
222 4788 上尾 敬子 ｱｶﾞﾘｵ ｹｲｺ 長野市 3:59:40
223 7844 高橋 里美 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 安曇野市 4:00:05
224 7815 近藤 支津子 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾂﾞｺ 愛知県 4:00:27
225 4736 塚田 和子 ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞｺ ＮＥＣ三田 東京 神奈川県 4:00:40
226 4771 小林 容子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 朝日村 4:00:51
227 7823 大沢 明美 ｵｵｻﾜ ｱｹﾐ 神奈川県 4:00:59
228 4756 武井 佐知 ﾀｹｲ ｻﾁ ＲＳＬＡＢ 東京 東京都 4:01:13
229 5947 稲垣 芙雪 ｲﾅｶﾞｷ ﾌﾕｷ 長野市 4:01:19
230 6002 鈴木 裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 東京都 4:01:40
231 5984 中込 加代子 ﾅｶｺﾞﾐ ｶﾖｺ 小布施町 4:01:54
232 3686 木村 佐和 ｷﾑﾗ ｻﾜ 兵庫県 4:01:56
233 4766 金井 みゆき ｶﾅｲ ﾐﾕｷ ｌｅａｆ 広島県 4:01:59
234 5932 森浜 牧代 ﾓﾘﾊﾏ ﾏｷﾖ 京都府 4:02:15
235 5975 山崎 晋子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｺ 埼玉県 4:02:19
236 8546 大日向 直美 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾅｵﾐ 長野市 4:02:21
237 7753 嶌貫 睦子 ｼﾏﾇｷ ﾑﾂｺ 愛知県 4:02:26
238 4751 千田 美和子 ｾﾝﾀﾞ ﾐﾜｺ 愛知県 4:02:46
239 4777 青木 浩美 ｱｵｷ ﾋﾛﾐ 別所沼スマイルＲＣ 埼玉 埼玉県 4:03:05
240 7763 大平 光 ｵｵﾋﾗ ﾋｶﾘ 東京都 4:03:08
241 10313 出口 栞里 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｵﾘ 東御市 4:03:24
242 7789 神林 史絵 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｼｴ 神奈川県 4:03:47
243 7797 都久山 志乃 ﾂｸﾔﾏ ｼﾉ 神奈川県 4:03:57
244 11140 大越 知恵 ｵｵｺｼ ﾄﾓｴ 富山県 4:03:59
245 6012 金谷 民子 ｶﾅﾔ ﾀﾐｺ テーブルランド 神奈川県 4:04:12
246 4732 萩原 香奈恵 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾅｴ 竜王走ろう会 山梨県 4:04:30
247 3652 徳武 千穂 ﾄｸﾀｹ ﾁﾎ 長野市 4:04:44
248 5969 花輪 弥生 ﾊﾅﾜ ﾔﾖｲ 長野市 4:04:45
249 7757 片山 佳味 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾐ ＮＲＣ 東京都 4:04:46
250 3669 中島 志保 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 新潟県 4:05:07
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251 6016 中山 朋子 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｺ 長野市民病院 須坂市 4:05:08
252 4760 土方 豊子 ﾋｼﾞｶﾀ ﾄﾖｺ 大阪府 4:05:13
253 6001 臼田 晴美 ｳｽﾀﾞ ﾊﾙﾐ チーム臼 下諏訪町 4:05:22
254 5989 室岡 智子 ﾑﾛｵｶ ﾄﾓｺ 新潟県 4:05:27
255 7783 飛鳥井 瞳 ｱｽｶｲ ﾋﾄﾐ 新潟県 4:05:35
256 7750 山本 裕美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ 東京都 4:05:54
257 8599 石塚 ゆり ｲｼﾂﾞｶ ﾕﾘ 埼玉県 4:05:59
258 6040 小島 光穂 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂﾎ 愛知県 4:06:43
259 5955 大内 礼子 ｵｵｳﾁ ﾚｲｺ みーちゃんズ 埼玉県 4:06:46
260 7826 栗林 和美 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ 長野市 4:07:07
261 3662 宮澤 智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ チームのこのこ 長野市 4:07:10
262 4750 大井 敏子 ｵｵｲ ﾄｼｺ チームのこのこ 上田市 4:07:10
263 5928 村田 麻未子 ﾑﾗﾀ ﾏﾐｺ 三重県 4:07:15
264 8570 阿保 麻子 ｱﾎﾞ ｱｻｺ 松本市 4:07:25
265 6006 嵐口 美穂 ｱﾗｼｸﾞﾁ ﾐﾎ 市民病院ＲＣ 長野市 4:07:45
266 7802 羽野 三千世 ﾊﾉ ﾐﾁﾖ 東京都 4:08:05
267 8613 渡邊 恵美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ 東京都 4:08:09
268 5954 本村 美恵 ﾎﾝﾑﾗ ﾐｴ アスリートクラ 東京 東京都 4:08:10
269 3648 土屋 京子 ﾂﾁﾔ ｷｮｳｺ 樂走組 東京 東京都 4:08:15
270 7837 遠藤 伸子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｺ 生坂村 4:08:23
271 11145 五十嵐 智子 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓｺ 長野市 4:08:44
272 4794 岡田 歩巳 ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾐ 長野市 4:08:53
273 10270 山田 貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 味スタ 東京 東京都 4:09:00
274 7806 松井 英子 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｺ 小金井公園走友 東京都 4:09:06
275 4768 広田 愛子 ﾋﾛﾀ ｱｲｺ 八十二銀行 長野市 4:09:07
276 5943 岡村 和子 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ 愛知県 4:09:11
277 3674 倉 美和 ｸﾗ ﾐﾜ 東京都 4:09:17
278 7751 杉江 聖子 ｽｷﾞｴ ｾｲｺ 愛知県 4:09:38
279 5956 勝野 真由美 ｶﾂﾉ ﾏﾕﾐ 静岡県 4:10:03
280 5999 木下 陽子 ｷﾉｼﾀ ﾖｳｺ 木下建工 佐久市 4:10:11
281 8556 坂田 弘子 ｻｶﾀ ﾋﾛｺ 長野市 4:11:00
282 7803 諏訪戸 友紀 ｽﾜﾄ ﾕｷ 長野市 4:11:28
283 7779 大谷 玲子 ｵｵﾔ ﾚｲｺ 穂高病院 松本市 4:11:33
284 4753 石井 郁子 ｲｼｲ ｲｸｺ 広島県 4:11:40
285 5977 永倉 慶子 ﾅｶﾞｸﾗ ｹｲｺ 福島県 4:11:41
286 9543 依田 紗季 ﾖﾀﾞ ｻｷ 松本市 4:11:54
287 11126 遠藤 明日香 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽｶ 東京都 4:12:08
288 5952 金田 美弥子 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾔｺ 東京 千葉県 4:12:13
289 5933 柄澤 美華 ｶﾗｻﾜ ﾐｶ うらじーず 佐久市 4:12:16
290 8612 兼子 晴華 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 神奈川県 4:12:18
291 4712 坪田 純子 ﾂﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 松本市 4:12:38
292 6037 河西 由美子 ｶｻｲ ﾕﾐｺ 諏訪市 4:12:44
293 8615 高橋 雅 ﾀｶﾊｼ ﾐﾔﾋﾞ 松本市 4:12:56
294 7807 鍋島 千代子 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾁﾖｺ 東京 東京都 4:13:02
295 8597 鈴木 桜 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 東京都 4:13:05
296 9512 福島 美代子 ﾌｸｼﾏ ﾐﾖｺ 安曇野市 4:13:07
297 7840 石坂 花純 ｲｼｻﾞｶ ｶｽﾐ 長野市 4:13:10
298 5966 下重 貴子 ｼﾓｼｹﾞ ﾀｶｺ ウィングＡＣ 千葉 千葉県 4:13:22
299 5986 本多 麗子 ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲｺ 兵庫県 4:13:27
300 7814 吉田 早苗 ﾖｼﾀﾞ ｻﾅｴ 群馬県 4:13:34
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301 8579 中舘 千恵 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾁｴ 埼玉県 4:13:36
302 9443 米倉 美代子 ﾖﾈｸﾗ ﾐﾖｺ 愛知県 4:13:46
303 6032 佐々木 薫 ｻｻｷ ｶｵﾙ ＳＥＴ 埼玉県 4:13:49
304 10303 吉田 佳代 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 奈良県 4:13:55
305 7832 田島 明子 ﾀｼﾞﾏ ｱｷｺ 愛知県 4:14:09
306 11185 山本 夏海 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 山ﾉ内町 4:14:27
307 4769 須田 美紀 ｽﾀﾞ ﾐｷ 東京都 4:14:31
308 8547 南 真琴 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都 4:14:51
309 9486 加藤 佳世 ｶﾄｳ ｶﾖ 静岡県 4:14:56
310 5944 斎藤 慶子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 愛知県 4:15:22
311 5965 大野 佐知子 ｵｵﾉ ｻﾁｺ てぃーだランナーズ 沖縄 東京都 4:15:38
312 9485 廣島 真弓 ﾋﾛｼﾏ ﾏﾕﾐ 富山県 4:15:40
313 9441 池本 昭子 ｲｹﾓﾄ ｱｷｺ チームゆうゆう 長野市 4:16:07
314 8553 中本 明美 ﾅｶﾓﾄ ｱｹﾐ 医誠会病院 大阪府 4:16:26
315 6023 佐藤 はるみ ｻﾄｳ ﾊﾙﾐ 行田走友会 長野市 4:16:42
316 5941 科野 智子 ｼﾅﾉ ﾄﾓｺ びぁすきーず 大桑村 4:17:06
317 6018 ＬＵＭ ＺＨＩ ＱＩ ﾗﾑ ｽﾞｰﾁｰ 東京都 4:17:16
318 8598 喜村 真美 ｷﾑﾗ ﾏﾐ 淵野辺走ルネ会 神奈川県 4:17:27
319 5970 澤木 麻里子 ｻﾜｷ ﾏﾘｺ 女塾 東京 東京都 4:17:44
320 6025 高野 由美 ﾀｶﾉ ﾕﾐ 青森 静岡県 4:17:58
321 9452 島根 明希子 ｼﾏﾈ ｱｷｺ ドリームＡＣ 東京都 4:18:00
322 5929 浅原 佳代 ｱｻﾊﾗ ｶﾖ 成田記念病院 愛知県 4:18:01
323 7829 永井 まなみ ﾅｶﾞｲ ﾏﾅﾐ ペッパー団 東京都 4:18:11
324 5985 高橋 美奈子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｺ 賛育会 ゆたかの 中野市 4:18:29
325 7795 山崎 なぎさ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 東京都 4:18:31
326 5938 船橋 美雪 ﾌﾅﾊｼ ﾐﾕｷ 富山県 4:18:40
327 7768 水野 雅美 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾐ 東京都 4:18:46
328 5978 高田 佳子 ﾀｶﾀ ｹｲｺ 愛知陸協 愛知 愛知県 4:18:50
329 6014 石川 まき ｲｼｶﾜ ﾏｷ 愛知県 4:18:55
330 7788 杉山 美貴 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 徳島県 4:19:04
331 7794 中山 美恵 ﾅｶﾔﾏ ﾐｴ 静岡県 4:19:17
332 9545 中澤 希世子 ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾖｺ 松本市 4:19:26
333 7792 毎田 留美 ﾏｲﾀﾞ ﾙﾐ 愛知県 4:19:37
334 7800 竹村 房子 ﾀｹﾑﾗ ﾌｻｺ 京都府 4:19:39
335 5982 宮尾 登志子 ﾐﾔｵ ﾄｼｺ 信州トレマン 長野市 4:19:45
336 4752 境 恵理子 ｻｶｲ ｴﾘｺ 水ラン倶楽部 須坂市 4:19:52
337 8618 根岸 敬子 ﾈｷﾞｼ ｹｲｺ 長野市 4:19:59
338 5994 大本 純子 ｵｵﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 横浜中央走友会 神奈川県 4:20:18
339 7740 服部 千鶴子 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾂﾞｺ 三重県 4:20:32
340 8572 中村 美紀 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 愛知県 4:20:36
341 5940 小野澤 領子 ｵﾉｻﾞﾜ ｴﾘｺ 東京都 4:20:56
342 7804 山田 純子 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 長野市 4:21:05
343 6011 暮松 志津子 ｸﾚﾏﾂ ｼﾂﾞｺ 神奈川県 4:21:21
344 6041 茅野 紗代子 ﾁﾉ ｻﾖｺ 東京都 4:21:27
345 7781 東條 眞理 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏﾘ 栃木県 4:21:28
346 6038 宿本 和美 ﾔﾄﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 愛知県 4:21:29
347 9493 福井 かおり ﾌｸｲ ｶｵﾘ 奈良県 4:21:35
348 9529 依田 恵つ子 ﾖﾀﾞ ｴﾂｺ ＳＢＹ 長野市 4:22:28
349 7761 森尻 亮子 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾘｮｳｺ 新潟県 4:22:47
350 7764 寺島 まき代 ﾃﾗｼﾏ ﾏｷﾖ 黒田組 東京都 4:22:48
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351 8565 児玉 理江 ｺﾀﾞﾏ ﾘｴ スマイリー 静岡県 4:22:56
352 7738 鈴木 裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ さいたま走友会 埼玉県 4:23:12
353 5964 田原 美江子 ﾀﾊﾗ ﾐｴｺ 絆スマイルラン 長野市 4:23:19
354 9463 永山 由利子 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕﾘｺ 長野市 4:23:20
355 9487 米沢 智美 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 須坂市 4:23:20
356 8526 稲村 千晶 ｲﾅﾑﾗ ﾁｱｷ 石川県 4:23:23
357 7801 岡田 有紀子 ｵｶﾀﾞ ﾕｷｺ 愛知県 4:23:30
358 4767 玉井 ちひろ ﾀﾏｲ ﾁﾋﾛ 前田製作所 長野市 4:23:43
359 7845 府中 美代子 ﾌﾁｭｳ ﾐﾖｺ チームみよちゃん 長野市 4:24:03
360 7766 日月 亜紀子 ﾀﾁﾓﾘ ｱｷｺ 奈良県 4:24:05
361 7833 道田 知子 ﾐﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ 愛知県 4:24:13
362 4787 土井 洋子 ﾄﾞｲ ﾖｳｺ 埼玉県 4:24:43
363 10295 大嶋 澄子 ｵｵｼﾏ ｽﾐｺ ピングー 東京都 4:25:09
364 3695 松本 こずえ ﾏﾂﾓﾄ ｺｽﾞｴ ランナラーズもも 長野市 4:25:13
365 9518 田中 あや ﾀﾅｶ ｱﾔ 千葉県 4:25:18
366 4708 松村 眞美 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾐ ペッパー団 東京都 4:25:21
367 7759 木村 僖乃 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉ ＴＤＪ 山口県 4:25:23
368 8542 立澤 理恵 ﾀﾂｻﾞﾜ ﾘｴ 松本市 4:25:29
369 7739 住 瑞恵 ｽﾐ ﾐｽﾞｴ 長野市 4:25:31
370 8610 岡村 真由美 ｵｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ 飯山市 4:25:40
371 3639 片桐 英子 ｶﾀｷﾞﾘ ｴｲｺ 愛知県 4:25:42
372 4784 竹内 理恵 ﾀｹｳﾁ ﾘｴ 長野市 4:25:47
373 8571 井出 悠子 ｲﾃﾞ ﾕｳｺ 山梨県 4:26:08
374 6030 武井 美帆 ﾀｹｲ ﾐﾎ 三好走ろう会 愛知県 4:26:13
375 9448 小山 裕子 ｺﾔﾏ ﾕｳｺ 長野市 4:26:13
376 7748 安立 暁子 ｱﾀﾞﾁ ｱｷｺ 神奈川県 4:26:15
377 9471 世古 かおる ｾｺ ｶｵﾙ 弾丸玉城 三重県 4:26:18
378 11190 新居田 敦子 ﾆｲﾀﾞ ｱﾂｺ 神奈川県 4:26:20
379 8614 佐伯 輝美 ｻｴｷ ﾃﾙﾐ 富山県 4:26:23
380 8554 高田 眞理 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾘ 愛知県 4:26:47
381 1333 木村 千春 ｷﾑﾗ ﾁﾊﾙ 日進ランニングクラブ 愛知県 4:26:53
382 10330 奥田 芳枝 ｵｸﾀﾞ ﾖｼｴ 东京跑团联谊 愛知 東京都 4:26:55
383 8549 関口 薫 ｾｷｸﾞﾁ ｶｵﾙ ＲＲＣ 栃木県 4:27:01
384 7818 柳澤 幸子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻﾁｺ 長野市 4:27:14
385 7808 依田 千晶 ﾖﾀﾞ ﾁｱｷ チームもも 長野市 4:27:25
386 8536 毛利 裕美 ﾓｳﾘ ﾋﾛﾐ 箕輪町 4:27:25
387 9517 渡辺 聡子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ 健青会 長野市 4:27:29
388 8559 伊藤 光子 ｲﾄｳ ﾐﾂｺ Ｒ２９３ 神奈川県 4:27:30
389 9507 高島 誠子 ﾀｶｼﾏ ｾｲｺ きたまち３組 飯山市 4:27:41
390 4741 飯島 美咲 ｲｲｼﾞﾏ ﾐｻｷ 長野市 4:27:42
391 7752 浜崎 安希 ﾊﾏｻｷ ｱｷ さいたま走友会 埼玉県 4:27:45
392 7834 高橋 佳奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 額縁のタカハシ 長野市 4:27:52
393 7774 島田 寿子 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｺ ＳＢＹ 長野市 4:27:57
394 5995 北沢 みどり ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 長野市 4:28:07
395 3653 安田 真由美 ﾔｽﾀ ﾏﾕﾐ 石川県 4:28:18
396 10274 百瀬 綾子 ﾓﾓｾ ｱﾔｺ 松本市 4:28:26
397 6017 関 寛美 ｾｷ ﾋﾛﾐ 愛知県 4:28:28
398 5974 髙山 久美子 ﾀｶﾔﾏ ｸﾐｺ カンガルークラブ 松本市 4:28:31
399 6009 秋場 貴子 ｱｷﾊﾞ ﾀｶｺ 長野市 4:28:31
400 5971 岩田 郁子 ｲﾜﾀ ｲｸｺ 大阪府 4:28:53

第24回長野マラソン 2022/04/17



総合女子 Finish

Print: 2022/04/17 15:09:38 9 / 15 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 氏名ｶﾅ 所属 登録陸協名 都道府県 記 録

401 7778 櫻井 真由美 ｻｸﾗｲ ﾏﾕﾐ おてーよ長野 長野市 4:28:57
402 8626 藤井 綾 ﾌｼﾞｲ ｱﾔ 東京都 4:28:58
403 4770 西澤 朋美 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 東京都 4:28:58
404 10282 長友 ひなた ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾅﾀ 東京都 4:29:10
405 7742 市原 裕子 ｲﾁﾊﾗ ﾕｳｺ 愛知県 4:29:13
406 8629 横堀 ゆかり ﾖｺﾎﾘ ﾕｶﾘ 富山県 4:29:16
407 5962 塩垣 久美子 ｼｵｶﾞｷ ｸﾐｺ チームはしかみ 東京 東京都 4:29:25
408 10315 前澤 めぐみ ﾏｴｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 大阪府 4:29:43
409 5996 新谷 光 ｼﾝﾀﾆ ﾋｶﾘ 兵庫県 4:29:45
410 8585 斉藤 有美 ｻｲﾄｳ ﾕﾐ 東京都 4:30:05
411 4718 福本 麻理子 ﾌｸﾓﾄ ﾏﾘｺ 市高ラン 埼玉県 4:30:17
412 8625 丸国 美佳 ﾏﾙｸﾆ ﾐｶ 松本市 4:30:19
413 9450 宗像 まち子 ﾑﾅｶﾀ ﾏﾁｺ 大阪府 4:30:34
414 7745 小西 美香 ｺﾆｼ ﾐｶ Ｒ×Ｌ＋ 埼玉 東京都 4:30:45
415 6008 飯沼 弘美 ｲｲﾇﾏ ﾋﾛﾐ 新潟県 4:30:50
416 6033 大嶋 淳子 ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ 安曇野市 4:30:53
417 8601 中村 祥子 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｺ 長野市 4:31:09
418 7773 高橋 タラ ﾀｶﾊｼ ﾀﾗ 東京都 4:31:15
419 11193 岡田 望 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 東京都 4:31:21
420 8620 三輪 めぐみ ﾐﾜ ﾒｸﾞﾐ 岐阜県 4:31:33
421 7782 鹿山 宏子 ｶﾔﾏ ﾋﾛｺ バジッコラ 大阪 神奈川県 4:31:38
422 9449 酒井 ミカ ｻｶｲ ﾐｶ 富士ホンダ 長野市 4:31:48
423 7838 北村 恵理 ｷﾀﾑﾗ ｴﾘ ＨＣＲ 長野市 4:32:11
424 8609 岡 富紅実 ｵｶ ﾌｸﾐ 神奈川県 4:32:16
425 7842 鍛冶 伊希子 ｶｼﾞ ｲｷｺ 富山県 4:32:36
426 11123 伊藤 有紀子 ｲﾄｳ ﾕｷｺ 神奈川県 4:32:52
427 5958 土屋 澄佳 ﾂﾁﾔ ｽﾐｶ げんきんぐ 京都府 4:32:52
428 11121 岩垂 かおり ｲﾜﾀﾞﾚ ｶｵﾘ 松本市 4:32:54
429 6027 安田 純子 ﾔｽﾀﾞ ｽﾐｺ 東京都 4:32:57
430 10309 市川 美音 ｲﾁｶﾜ ﾐﾈ 千曲市 4:33:04
431 10314 山下 佐都子 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｺ 東京都 4:33:05
432 9523 西島 彰江 ﾆｼｼﾞﾏ ｱｷｴ 京都 京都府 4:33:26
433 10350 松澤 りう子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｳｺ 上田市 4:33:33
434 5953 西堀 誠子 ﾆｼﾎﾞﾘ ｾｲｺ 長野市 4:33:35
435 6022 川井田 敏子 ｶﾜｲﾀﾞ ﾄｼｺ 日本無線 長野市 4:33:39
436 5967 宮島 元子 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾓﾄｺ 愛知県 4:34:02
437 5939 諏訪部 裕子 ｽﾜﾍﾞ ﾕｳｺ ＷｉｎｄＲｕｎ 愛知 愛知県 4:34:05
438 8574 笠原 千代子 ｶｻﾊﾗ ﾁﾖｺ かおる後援会 長野市 4:34:05
439 10278 茂澄 文美 ﾓｽﾞﾐ ｱﾔﾐ 松本市立ＨＰ 松本市 4:34:17
440 4737 中川 裕子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｺ 石川県 4:34:22
441 10321 大島 千代 ｵｵｼﾏ ﾁﾖ 富山県 4:34:29
442 9539 高田 祥子 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳｺ テルメドーム 長野市 4:34:34
443 11189 山本 かおり ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ 長野市 4:34:39
444 5961 二瓶 里美 ﾆﾍｲ ｻﾄﾐ 神奈川県 4:34:42
445 8628 松井 春江 ﾏﾂｲ ﾊﾙｴ 長野市 4:34:43
446 7835 増田 春香 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 大阪府 4:34:57
447 8602 島田 彩子 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｺ 太陽のおしり 栃木県 4:35:02
448 9519 滝澤 敬栄子 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｴｺ 山ノ内町社協 山ﾉ内町 4:35:10
449 9537 山本 千鶴 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 新潟県 4:35:14
450 9495 峯村 茜 ﾐﾈﾑﾗ ｱｶﾈ 昭和商事 長野市 4:35:43
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451 8535 細野 美智代 ﾎｿﾉ ﾐﾁﾖ 新潟県 4:35:47
452 7756 大野 貞子 ｵｵﾉ ﾃｲｺ 須坂市 4:35:59
453 8616 竹内 早苗 ﾀｹｳﾁ ｻﾅｴ 長野市 4:36:02
454 5950 米澤 美夕妃 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕｷ ●篠ノ井ＲＣＦＢ加工 長野市 4:36:06
455 5957 神保 敦子 ｼﾞﾝﾎﾞ ｱﾂｺ べとべとさん 長野市 4:36:14
456 6019 前坂 菫 ﾏｴｻｶ ｽﾐﾚ 東京都 4:36:22
457 7777 木島 東子 ｷｼﾞﾏ ﾄｳｺ 木島社労士事務所 上田市 4:36:52
458 7741 船津 明美 ﾌﾅﾂ ｱｹﾐ 静岡県 4:36:58
459 8539 藤川 由美子 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕﾐｺ セントラル前橋 群馬県 4:37:05
460 9516 上田 朋美 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ ＮＴＴ東日本 埼玉県 4:37:27
461 8537 今井 淑英 ｲﾏｲ ﾖｼｴ ＨＰ 東京都 4:37:39
462 7817 福士 理子 ﾌｸｼ ﾘｺ 風越公園ＲＣ 東京都 4:37:41
463 9490 寺木 彰子 ﾃﾗｷ ｱｷｺ 愛知県 4:38:02
464 9534 中殿 諒子 ﾅｶﾄﾉ ﾘｮｳｺ 神奈川県 4:38:07
465 11132 坂巻 麻理子 ｻｶﾏｷ ﾏﾘｺ 群馬県 4:38:26
466 7822 岡田 美穂 ｵｶﾀﾞ ﾐﾎ 長野市 4:38:27
467 8529 榎本 愛子 ｴﾉﾓﾄ ｱｲｺ 上田市 4:38:31
468 7816 山中 三千代 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾁﾖ 静岡県 4:38:34
469 6029 金 美淑 ｷﾑ ﾐｽｸ 東京都 4:38:35
470 11177 松崎 珠世 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾏﾖ 埼玉県 4:38:39
471 9479 倉島 房江 ｸﾗｼﾏ ﾌｻｴ みんながんばれ 長野市 4:38:52
472 7780 田島 結子 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 東京都 4:38:56
473 6026 原 たけ子 ﾊﾗ ﾀｹｺ 長野市 4:39:06
474 9469 小島 雅代 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾖ まーモン 塩尻市 4:39:21
475 8627 小林 里華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 走翔 埼玉県 4:39:21
476 9491 紀伊 弓子 ｷｲ ﾕﾐｺ 愛知県 4:39:30
477 9446 堀ノ内 雅乃 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｻﾉ 東京都 4:39:53
478 9541 滝沢 ゆかり ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 千葉県 4:40:04
479 9506 中込 由佳 ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｶ 長野市 4:40:13
480 8523 黒田 夕子 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｺ 愛知県 4:40:36
481 10307 北村 江利 ｷﾀﾑﾗ ｴﾘ 神奈川県 4:40:40
482 10271 渡辺 英子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｺ ダチョウ倶楽部 群馬県 4:40:47
483 10333 石橋 百合子 ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾘｺ 岡谷市 4:41:01
484 9447 岡田 由紀子 ｵｶﾀﾞ ﾕｷｺ 大阪府 4:41:15
485 8581 若麻績 由美 ﾜｶｵﾐ ﾕﾐ 長野市 4:41:19
486 8524 中島 光恵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂｴ 群馬県 4:41:35
487 5935 小嶋 有紀 ｺｼﾞﾏ ﾕｷ 愛知県 4:41:37
488 9526 江原 りつ子 ｴﾊﾗ ﾘﾂｺ 埼玉県 4:41:37
489 7799 吉澤 代志美 ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 千葉県 4:41:49
490 10290 大隅 順子 ｵｵｽﾐ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 4:41:54
491 11130 石島 玲子 ｲｼｼﾞﾏ ﾚｲｺ 埼玉県 4:42:00
492 9546 山極 光子 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾐﾂｺ 千曲市 4:42:00
493 9540 古田 栄子 ﾌﾙﾀ ｴｲｺ ＰａｒＲｕｎ部 長野市 4:42:10
494 8557 小栗 沙千 ｵｸﾞﾘ ｻﾁ 長野市 4:42:35
495 7839 小坂 奈津江 ｺｻｶ ﾅﾂｴ ◆◆佐々木そば店◆◆ 長野市 4:43:01
496 11180 市江 博子 ｲﾁｴ ﾋﾛｺ 神奈川県 4:43:01
497 9484 松川 敬子 ﾏﾂｶﾜ ｹｲｺ ながでんウェルネス 長野市 4:43:06
498 11159 山地 直美 ﾔﾏﾁ ﾅｵﾐ 上田市 4:43:11
499 11134 中山 加奈子 ﾅｶﾔﾏ ｶﾅｺ 東京都 4:43:29
500 7747 倉矢 恭子 ｸﾗﾔ ｷｮｳｺ 大阪府 4:43:39
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501 10366 酒井 知亜紀 ｻｶｲ ﾁｱｷ ランコネクション 京都府 4:43:51
502 7765 柳瀬 美智代 ﾔﾅｾ ﾐﾁﾖ アミノイン富山 富山 富山県 4:43:52
503 10305 根村 朋子 ﾈﾑﾗ ﾄﾓｺ 東京都 4:43:54
504 9503 松尾 敬子 ﾏﾂｵ ｹｲｺ 愛知県 4:43:55
505 8624 江村 幸枝 ｴﾑﾗ ﾕｷｴ 中馬塾 愛知県 4:44:01
506 11120 久保田 美穂子 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾎｺ 東京都 4:44:02
507 7828 山本 貴美子 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐｺ 千葉県 4:44:12
508 8562 奥山 こずえ ｵｸﾔﾏ ｺｽﾞｴ Ｈａｒｒｉｅｒｓ 東京 神奈川県 4:44:13
509 8566 竹中 淑子 ﾀｹﾅｶ ﾄｼｺ きたながのＲＣ 長野市 4:44:22
510 10300 高木 実穂 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 岐阜 岐阜県 4:44:32
511 11162 柳橋 信乃 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ｼﾉ 東御市 4:44:34
512 11192 田平 優 ﾀﾋﾗ ﾕｳ 飯田市 4:44:38
513 6039 飯田 千晶 ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ 長野市 4:44:38
514 10346 大西 康代 ｵｵﾆｼ ﾔｽﾖ 愛知県 4:44:44
515 10316 高田 裕子 ﾀｶﾀ ﾕｳｺ ＩＲＣ 飯山市 4:44:50
516 10344 牛山 英美子 ｳｼﾔﾏ ｴﾐｺ 長野市 4:44:53
517 11165 堀口 直美 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅｵﾐ ゲストハウス蔵 千曲市 4:45:09
518 8603 外尾 久美子 ｿﾄｵ ｸﾐｺ 神奈川県 4:45:18
519 7790 畦元 恵理子 ｱｾﾞﾓﾄ ｴﾘｺ 千葉県 4:45:22
520 7791 角田 祐子 ｶｸﾀ ﾕｳｺ ぷう 埼玉県 4:45:38
521 11143 山本 悦子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾂｺ 東京都 4:45:47
522 9444 上野 直子 ｳｴﾉ ﾅｵｺ 上田市 4:45:55
523 9478 小林 孝子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｺ 長野市 4:46:06
524 9521 横山 緑 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 4:46:32
525 9473 藤井 美佐子 ﾌｼﾞｲ ﾐｻｺ 千葉県 4:46:42
526 11146 大西 宜子 ｵｵﾆｼ ﾖｼｺ 松本市 4:46:49
527 8611 宇佐美 絢子 ｳｻﾐ ｼﾞｭﾝｺ 静岡県 4:46:56
528 9477 倉田 貴恵 ｸﾗﾀ ﾀｶｴ 長野市 4:47:21
529 11152 松島 由佳 ﾏﾂｼﾏ ﾕｶ 群馬県 4:47:28
530 5959 神作 広美 ｶﾝｻｸ ﾋﾛﾐ 多摩走友会 東京都 4:47:31
531 8608 鈴木 智恵美 ｽｽﾞｷ ﾁｴﾐ 神奈川県 4:47:45
532 7827 平澤 恵津子 ﾋﾗｻﾜ ｴﾂｺ 汗ラン会 長野市 4:47:46
533 8551 山崎 節子 ﾔﾏｻﾞｷ ｾﾂｺ 新潟県 4:48:03
534 7776 繁田 美香 ｼｹﾞﾀ ﾐｶ 長野市 4:48:12
535 10345 前田 志津江 ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｴ 京都府 4:48:16
536 8525 宮澤 さなえ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾅｴ 須坂市 4:48:22
537 10296 久保田 かおる ｸﾎﾞﾀ ｶｵﾙ コバトン 埼玉県 4:48:42
538 10356 笠原 花織 ｶｻﾊﾗ ｶｵﾘ はなぼー 千葉県 4:48:43
539 8558 橋口 千晶 ﾊｼｸﾞﾁ ﾁｱｷ 埼玉県 4:48:52
540 8623 山本 鏡子 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ 愛知県 4:49:04
541 10280 川浦 めぐみ ｶﾜｳﾗ ﾒｸﾞﾐ 長野市 4:49:08
542 9501 唐澤 綾子 ｶﾗｻﾜ ｱﾔｺ 松本市 4:49:11
543 8587 藤本 留美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾙﾐ 兵庫県 4:49:15
544 10336 山岸 那奈 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾅ よよらん 東京都 4:49:32
545 7772 伊東 まち子 ｲﾄｳ ﾏﾁｺ うるぎランナーズ 売木村 4:50:04
546 8568 天沼 真理 ｱﾏﾇﾏ ﾏﾘ 神奈川県 4:50:15
547 10276 高橋 朋子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 千葉県 4:50:16
548 10342 西澤 真由美 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ チームＳＢＹ 長野市 4:50:17
549 9445 山田 茂子 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞｺ ＡＳＲＣ 東京都 4:50:22
550 10284 土倉 早苗 ﾂﾁｸﾗ ｻﾅｴ 飯綱町 4:50:28
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551 10277 齊藤 むつみ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ 長野市 4:50:48
552 9464 蓼沼 恵美 ﾀﾃﾇﾏ ﾒｸﾞﾐ 東京都 4:50:48
553 8527 岩間 朋美 ｲﾜﾏ ﾄﾓﾐ 長野市 4:51:07
554 9538 吉池 月英 ﾖｼｲｹ ﾂｷｴ 医療法人コスモス 長野市 4:51:33
555 9483 片井 厚子 ｶﾀｲ ｱﾂｺ 篠ノ井ＲＣ 長野市 4:51:41
556 8596 岡本 知子 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｺ ランコネ 大阪 大阪府 4:51:53
557 9497 川田 恵美子 ｶﾜﾀﾞ ｴﾐｺ 神奈川県 4:51:58
558 4780 松尾 弘子 ﾏﾂｵ ﾋﾛｺ 埼玉県 4:52:12
559 8573 山倉 かおり ﾔﾏｸﾗ ｶｵﾘ 新潟県 4:52:14
560 8605 橋本 奈由 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾕ 東京都 4:52:22
561 8607 土屋 昭子 ﾂﾁﾔ ｱｷｺ 新潟県 4:52:29
562 7831 東山 豊子 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾄﾖｺ 水ラン倶楽部 長野市 4:52:33
563 7758 杉村 麻衣 ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｲ 奈良県 4:52:35
564 8621 有澤 順子 ｱﾘｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ 長野市 4:52:37
565 9439 川上 嘉代 ｶﾜｶﾐ ｶﾖ 東京都 4:52:43
566 9511 中村 由紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 松本市 4:52:46
567 11151 松村 なぎさ ﾏﾂﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 馬渕商事 軽井沢町 4:52:58
568 11187 岡田 果純 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾐ 東京都 4:53:03
569 7746 高橋 さおり ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ 千葉県 4:53:08
570 10310 菅原 由加里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｶﾘ 東京都 4:53:24
571 7809 萩原 初美 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾊﾂﾐ 伊那市 4:53:40
572 9496 和田 さゆり ﾜﾀﾞ ｻﾕﾘ ＴＲＣ 東京都 4:53:41
573 9470 前田 友紀子 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｺ 兵庫県 4:53:57
574 11118 樋口 由美 ﾋｸﾞﾁ ﾕﾐ チームまいマラソン 長野市 4:54:03
575 10292 洞田 和歌子 ﾎﾗﾀ ﾜｶｺ 松本市 4:54:08
576 5942 越山 雅代 ｺｼﾔﾏ ﾏｻﾖ 和歌山県 4:54:09
577 7841 漆原 扇 ｳﾙｼﾊﾗ ｵｳｷﾞ 長野市 4:54:26
578 5960 瀬戸山 理恵 ｾﾄﾔﾏ ﾘｴ 須坂市 4:54:27
579 9458 西野入 伊津子 ﾆｼﾉｲﾘ ｲﾂｺ ＢＲＩＧＡＤＥ２４ 長野市 4:54:49
580 8563 大野 伸子 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞｺ 愛知県 4:55:08
581 11194 松井 尚美 ﾏﾂｲ ﾅｵﾐ 佐川急便 塩尻市 4:55:11
582 9500 大塚 知恵 ｵｵﾂｶ ﾁｴ 千曲市 4:55:18
583 8522 大塚 ゆかり ｵｵﾂｶ ﾕｶﾘ 愛知県 4:55:38
584 7843 目黒 清華 ﾒｸﾞﾛ ｻﾔｶ 長野市 4:55:39
585 9451 増田 裕子 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｺ 愛知県 4:55:44
586 10357 永井 都哉子 ﾅｶﾞｲ ﾂﾔｺ 幸太郎・光軍団 長野市 4:55:49
587 7825 武内 明美 ﾀｹｳﾁ ｱｹﾐ 長野市 4:55:52
588 10281 石村 綾子 ｲｼﾑﾗ ｱﾔｺ ｍａｘ 福岡県 4:55:56
589 6005 根本 章子 ﾈﾓﾄ ｱｷｺ 東京都 4:56:22
590 9527 上原 奈美子 ｳｴﾊﾗ ﾅﾐｺ 長野市 4:56:32
591 11157 太田 千恵 ｵｵﾀ ﾁｴ 花舎ＡＣ 白馬村 4:56:37
592 10340 阿久田 操子 ｱｸﾀ ﾐｻｺ 足利走友会 栃木県 4:56:39
593 8619 篠田 庸子 ｼﾉﾀﾞ ﾖｳｺ イイダウェーブ 飯田市 4:56:45
594 9489 星野 典子 ﾎｼﾉ ﾉﾘｺ 埼玉県 4:57:04
595 8578 後藤 絵里 ｺﾞﾄｳ ｴﾘ 東京都 4:57:08
596 9474 大野 淳美 ｵｵﾉ ｱﾂﾐ 愛知県 4:57:09
597 7769 横山 みどり ﾖｺﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 長野市 4:57:15
598 10326 平林 花音 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 長野市 4:57:26
599 10353 永田 すみ子 ﾅｶﾞﾀ ｽﾐｺ チーム永田 長野市 4:57:26
600 11169 竹輪 成実 ﾀｹﾜ ﾅﾙﾐ 埼玉県 4:57:48
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601 8590 本荘 美帆 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾐﾎ 神奈川県 4:57:48
602 9442 平本 由紀子 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｷｺ マラソン完走クラブ 宮城 東京都 4:57:52
603 11139 京島 絵美 ｷｮｳｼﾏ ｴﾐ 松本市 4:58:00
604 11175 大橋 沙耶佳 ｵｵﾊｼ ｻﾔｶ 静岡県 4:58:22
605 8567 工藤 奈津子 ｸﾄﾞｳ ﾅﾂｺ 埼玉県 4:58:28
606 10332 市瀬 京 ｲﾁﾉｾ ｹｲ 長野市 4:58:30
607 9462 松崎 裕子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｺ 東京都 4:58:32
608 8584 田中 宏子 ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ 長野市 4:58:36
609 11142 浅野 恵子 ｱｻﾉ ｹｲｺ 長野市 4:58:54
610 9492 小倉 聡美 ｵｸﾞﾗ ｻﾄﾐ 岐阜県 4:58:57
611 9455 宮澤 菜奈 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾅ 長野市 4:59:01
612 11156 峯 与志美 ﾐﾈ ﾖｼﾐ ＳＭＲＣ 東京都 4:59:05
613 9535 藤井 裕代 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾖ 石川県 4:59:07
614 4792 石橋 陽子 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｳｺ チームみずたま 埼玉 埼玉県 4:59:11
615 7830 丸山 慶子 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｺ 安さんＲ・Ｃ 長野市 4:59:16
616 5968 竹島 弘恵 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛｴ ＴＭランナーズ 福岡県 4:59:23
617 10338 中村 佐和子 ﾅｶﾑﾗ ｻﾜｺ 長野市 4:59:32
618 8600 小松 友子 ｺﾏﾂ ﾄﾓｺ 長野市 4:59:38
619 10348 野村 佳世 ﾉﾑﾗ ｶﾖ 松本市立病院 松本市 4:59:48
620 8588 岡村 真理子 ｵｶﾑﾗ ﾏﾘｺ 長野市 5:00:05
621 10327 宮下 真理子 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾘｺ 長野市 5:00:05
622 9515 小林 美枝子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｴｺ 都筑製作所 長野市 5:00:13
623 11153 石井 裕子 ｲｼｲ ﾕｳｺ コモック 群馬県 5:00:16
624 10339 大橋 晴子 ｵｵﾊｼ ﾊﾙｺ 京都府 5:00:52
625 9525 下平 雅子 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｻｺ 東京都 5:00:59
626 8528 人見 久美子 ﾋﾄﾐ ｸﾐｺ 神奈川県 5:01:11
627 8545 竹前 知子 ﾀｹﾏｴ ﾄﾓｺ 長野市 5:01:46
628 7744 冨山 梨沙 ﾄﾐﾔﾏ ﾘｻ 千葉県 5:02:08
629 9468 水野 智子 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｺ チームマグナム 東京都 5:02:13
630 7785 高野 真理子 ﾀｶﾉ ﾏﾘｺ 高嶺走友会 長野市 5:02:46
631 8617 諏訪部 広美 ｽﾜﾍﾞ ﾋﾛﾐ 長野市 5:02:46
632 9502 宇佐美 由美 ｳｻﾐ ﾕﾐ えびＲＵＮ 愛知県 5:02:48
633 11128 岩波 明子 ｲﾜﾅﾐ ｱｷｺ ＨＣＲ 須坂市 5:03:16
634 8560 原田 昭子 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 5:03:18
635 9465 瀧澤 由美子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 東京都 5:03:56
636 10359 丸山 エリカ ﾏﾙﾔﾏ ｴﾘｶ 東京都 5:04:11
637 11172 藤澤 由紀子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷｺ 須坂市 5:04:24
638 9467 米澤 外茂子 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 北斗＆ＴＲＹ 富山県 5:04:33
639 10318 高市 かおる ﾀｶｲﾁ ｶｵﾙ 静岡県 5:04:40
640 7824 米澤 由紀 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｷ 東京国税局 東京 神奈川県 5:05:00
641 7743 日比 まひろ ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 埼玉県 5:05:00
642 10325 仲俣 実佑 ﾅｶﾏﾀ ﾐﾕｳ 千葉大学 飯綱町 5:06:21
643 8534 山口 真莉恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 長野市 5:06:21
644 11188 酒井 友香 ｻｶｲ ﾕｳｶ 長野市 5:06:42
645 11116 西川 静代 ﾆｼｶﾜ ｼｽﾞﾖ 千葉県 5:07:05
646 11166 中谷 容子 ﾅｶﾀﾆ ﾖｳｺ 東京都 5:07:48
647 11179 後藤 由香里 ｺﾞﾄｳ ﾕｶﾘ 埼玉県 5:07:49
648 11186 高野 美恵子 ﾀｶﾉ ﾐｴｺ フレッシュＧ 新潟県 5:08:04
649 10323 熊谷 美紀 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ 飯田市 5:08:26
650 9530 草刈 貴子 ｸｻｶﾘ ﾀｶｺ 大阪府 5:08:43
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651 11176 石原 愛理佳 ｲｼﾊﾗ ｴﾘｶ 千葉県 5:08:50
652 10347 中塚 道子 ﾅｶﾂｶ ﾐﾁｺ Ｒｕｎｓｏｕ１ 松川村 5:08:51
653 7771 藤原 弘美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ 兵庫県 5:08:54
654 6003 石井 景子 ｲｼｲ ｹｲｺ 湘南ＲＣ 神奈川県 5:09:12
655 10364 滝 尋美 ﾀｷ ﾋﾛﾐ 京都府 5:09:38
656 4711 増田 梨沙 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 千葉県 5:10:00
657 9508 松岡 麻美 ﾏﾂｵｶ ｱｻﾐ 信濃町 5:10:09
658 11148 芋川 靖子 ｲﾓｶﾞﾜ ﾔｽｺ 中野市 5:10:13
659 9542 岡部 真理 ｵｶﾍﾞ ﾏﾘ 茅野市 5:10:21
660 10343 安原 香奈 ﾔｽﾊﾗ ｶﾅ 松本市 5:10:47
661 8631 小穴 志津 ｵｱﾅ ｼﾂﾞ 長野市 5:11:03
662 8544 池田 絵美 ｲｹﾀﾞ ｴﾐ 千曲市 5:11:20
663 11113 坂本 知萌巳 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 長野市 5:11:32
664 9456 近藤 多美子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｺ 長野市 5:11:42
665 9480 栗原 寿理 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾘ 栃木県 5:11:56
666 11164 齋藤 正子 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 埼玉県 5:12:10
667 10335 古関 奈緒美 ｺｾｷ ﾅｵﾐ ＴＲＣ信越 長野市 5:12:17
668 9522 若林 万里子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｺ 長野市 5:12:17
669 10362 大橋 真紀 ｵｵﾊｼ ﾏｷ 松本市 5:12:17
670 8622 渡邊 佳寿恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｴ 松川村ＡＣ 長野 松川村 5:12:28
671 10351 中山 多香子 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｺ アプリコット 千曲市 5:12:30
672 8630 大日方 愛子 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｲｺ 積水ハウス株式会社 長野市 5:12:31
673 10337 近藤 富子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾐｺ 長野市 5:12:34
674 10324 川久保 恵 ｶﾜｸﾎﾞ ﾒｸﾞﾐ 飯山市 5:12:52
675 9513 小山 多恵子 ｺﾔﾏ ﾀｴｺ 森と木 長野市 5:12:52
676 8593 小林 智恵子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴｺ くらぶ 鬼島 飯山市 5:13:19
677 10287 森山 恵子 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｺ 須坂市 5:13:40
678 8541 三世川 真衣 ﾐｾｶﾞﾜ ﾏｲ 群馬県 5:14:37
679 10304 丸山 妙子 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｴｺ 長野市 5:14:51
680 11173 花見 君子 ﾊﾅﾐ ｷﾐｺ 長野市 5:15:04
681 9509 八巻 祐子 ﾔﾏｷ ﾕｳｺ 東京都 5:15:07
682 10334 吉田 なおみ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県 5:15:12
683 11115 井上 裕子 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｺ 東京都 5:15:37
684 11147 河合 広美 ｶﾜｲ ﾋﾛﾐ 愛知県 5:15:57
685 9514 池田 夏子 ｲｹﾀﾞ ﾅﾂｺ なし 東京都 5:15:58
686 10272 黒河内 靖子 ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾔｽｺ － 岡谷市 5:16:27
687 10360 堀 典子 ﾎﾘ ﾉﾘｺ 静岡県 5:16:37
688 11133 木暮 尚子 ｷｸﾞﾚ ｼｮｳｺ 長野市 5:16:39
689 10293 宮尾 八万子 ﾐﾔｵ ﾊﾏｺ 長野市 5:16:40
690 10363 成川 清美 ﾅﾘｶﾜ ｷﾖﾐ 富山県 5:16:48
691 11112 徳久 奈央 ﾄｸﾋｻ ﾅｵ 埼玉県 5:17:24
692 10341 吉冨 乃理子 ﾖｼﾄﾐ ﾉﾘｺ 東京 東京都 5:17:24
693 5945 呉羽 めぐみ ｸﾚﾊ ﾒｸﾞﾐ 須坂市 5:17:24
694 10365 中田 玲子 ﾅｶﾀﾞ ﾚｲｺ トップギア 東京都 5:17:45
695 10354 塚田 尚子 ﾂｶﾀﾞ ﾅｵｺ チームぷるるん 松本市 5:17:49
696 11191 増田 由香 ﾏｽﾀﾞ ﾕｶ ＮＢＭＡ 小布施町 5:17:52
697 10358 国島 愛 ｸﾆｼﾏ ｱｲ アミノ兵庫 兵庫県 5:18:26
698 8543 峯村 恵美子 ﾐﾈﾑﾗ ｴﾐｺ 丸子中央病院 上田市 5:18:33
699 9488 城田 知子 ｼﾛﾀ ﾄﾓｺ 神奈川県 5:18:36
700 9505 林 栄子 ﾊﾔｼ ｴｲｺ 大阪府 5:18:44

第24回長野マラソン 2022/04/17



総合女子 Finish

Print: 2022/04/17 15:09:38 15 / 15 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 氏名ｶﾅ 所属 登録陸協名 都道府県 記 録

701 7810 丸尾 依子 ﾏﾙｵ ﾖﾘｺ 東京都 5:18:54
702 9520 土屋 智子 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｺ 長野市 5:19:19
703 8586 稲葉 清美 ｲﾅﾊﾞ ｷﾖﾐ 神奈川県 5:19:27
704 11161 宮澤 富美子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾐｺ 高田走ろう会 新潟県 5:19:54
705 7805 岡本 聡子 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｺ ヘルシーラン 東京 東京都 5:20:05
706 10306 田中 はるか ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ たなか 長野市 5:20:49
707 8540 西山 夕佳里 ﾆｼﾔﾏ ﾕｶﾘ 長野市 5:21:36
708 9528 豊田 由美 ﾄﾖﾀ ﾕﾐ 松本市 5:21:41
709 10291 古野 ちひろ ﾌﾙﾉ ﾁﾋﾛ 富山県 5:22:38
710 11125 浅利 貴子 ｱｻﾘ ﾀｶｺ 東京都 5:22:43
711 11181 北沢 初枝 ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾂｴ 上田市 5:23:06
712 9459 岡 博子 ｵｶ ﾋﾛｺ 大阪府 5:23:50
713 10331 前田 しずか ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｶ 綿半お先にどうぞ 白馬村 5:29:12
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