
結果一覧

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏  名

１０ｋｍレース　女子一般の部

順位 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録所属

2020 秋山　美由1 ｱｷﾔﾏ ﾐﾕ 45分13秒

2093 丹澤　夏実2 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 45分30秒

2094 塩澤　はな3 ｼｵｻﾞﾜ ﾊﾅ 45分59秒

2092 武井　アンリ4 ﾀｹｲ ｱﾝﾘ 47分03秒甲府西高校

2085 浦野　友里5 ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 48分10秒

2088 名取　万記歩6 ﾅﾄﾘ ﾏｷﾎ 48分38秒南アルプ市

2068 内藤　慶子7 ﾅｲﾄｳ ｹｲｺ 50分22秒

2080 金子　奈都未8 ｶﾈｺ ﾅﾂﾐ 51分35秒

2098 齋藤　和那9 ｻｲﾄｳ ｶﾅ 51分38秒

2034 矢崎　なつみ10 ﾔｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 51分44秒

2078 小泉　郁乃11 ｺｲｽﾞﾐ ｲｸﾉ 52分17秒

2001 内山　恵美12 ｳﾁﾔﾏ ｴﾐ 52分21秒富士電機株式会社

2057 五味　あずさ13 ｺﾞﾐ ｱｽﾞｻ 52分47秒南アルプスＳＴＣ

2055 永坂　加奈子14 ﾅｶﾞｻｶ ｶﾅｺ 53分19秒

2007 古川　光紗15 ﾌﾙｶﾜ ﾐｻ 53分20秒リリーズ

2015 野澤　あい16 ﾉｻﾞﾜ ｱｲ 54分42秒

2031 小野　はるか17 ｵﾉ ﾊﾙｶ 55分21秒

2052 小林　也紗18 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾘｻ 55分22秒

2077 井口　茉莉花19 ｲｸﾞﾁ ﾏﾘｶ 55分32秒

2073 吉田　茉優20 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 56分38秒

2013 三澤　美香21 ﾐｻﾞﾜ ﾐｶ 56分48秒山梨クラブ

2079 組澤　あずさ22 ｸﾐｻﾜ ｱｽﾞｻ 57分23秒

2044 中込　夏未23 ﾅｶｺﾞﾐ ﾅﾂﾐ 58分01秒

2097 東條　小華24 ﾄｳｼﾞｮｳ ｺﾊﾅ 58分18秒甲府第一高校

2096 湯澤　春香25 ﾕｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 58分28秒

2042 生三　弥生26 ｲｸﾐ ﾔﾖｲ 58分48秒走った後の酒旨い

2008 小松　優子27 ｺﾏﾂ ﾕｳｺ 59分08秒

2016 三枝　由佳28 ｻｲｸﾞｻ ﾕｶ 59分39秒リリーズ

2018 保坂　久美29 ﾎｻｶ ｸﾐ 59分55秒Ｙｏｕとビア

2099 永沢　瑠杏30 ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｱ 1時間00分05秒

2083 長江　花音31 ﾅｶﾞｴ ｶﾉﾝ 1時間00分35秒

2028 笠原　麻衣32 ｶｻﾊﾗ ﾏｲ 1時間00分42秒

9001 佐藤　春菜33 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 1時間01分11秒

2011 川住　尚己34 ｶﾜｽﾐ ﾅｵﾐ 1時間01分16秒クランパーズ

2023 豊田　はるか35 ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙｶ 1時間01分17秒

2087 小林　未来36 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 1時間01分39秒

2090 横内　葉名37 ﾖｺｳﾁ ﾊﾅ 1時間02分56秒

2041 鈴木　茜38 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 1時間03分12秒

2091 永沢　里桜39 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ 1時間03分12秒

2081 石井　美樹40 ｲｼｲ ﾐｷ 1時間03分48秒

2043 百合野　恭子41 ﾕﾘﾉ ｷｮｳｺ 1時間04分09秒

2076 相原　笑那42 ｱｲﾊﾗ ｴﾐﾅ 1時間04分10秒

2069 樋口　あゆみ43 ﾋｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 1時間04分21秒

2084 平井　桃夏44 ﾋﾗｲ ﾓﾓｶ 1時間04分21秒

2060 近藤　香菜45 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 1時間04分37秒

2095 横内　日南46 ﾖｺｳﾁ ﾋﾅ 1時間04分55秒

2064 野田　知裕47 ﾉﾀﾞ ﾁﾋﾛ 1時間05分32秒

2025 馴田　佳央48 ﾅﾚﾀ ｶﾖ 1時間06分04秒

2070 山田　冬美49 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕﾐ 1時間06分22秒

2049 藤島　里香子50 ﾌｼﾞｼﾏ ﾘｶｺ 1時間06分59秒

2040 野尻　麻優子51 ﾉｼﾞﾘ ﾏﾕｺ 1時間07分11秒

2072 西山　加奈子52 ﾆｼﾔﾏ ｶﾅｺ 1時間07分31秒

2006 中村　晃子53 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 1時間08分23秒

2012 杉木　英理子54 ｽｷﾞｷ ｴﾘｺ 1時間08分25秒
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2037 林　チカコ55 ﾊﾔｼ ﾁｶｺ 1時間08分28秒

2902 今　千織56 ｺﾝ ﾁｵﾘ 1時間08分45秒

2054 秋山　郁恵57 ｱｷﾔﾏ ｲｸｴ 1時間08分45秒

2021 山崎　果歩58 ﾔﾏｻｷ ｶﾎ 1時間09分33秒

2033 ハンフリーズ　優紀59 ﾊﾝﾌﾘｰｽﾞ ﾕｷ 1時間09分36秒

2074 野沢　美緒60 ﾉｻﾞﾜ ﾐｵ 1時間10分17秒

2062 石井　明日香61 ｲｼｲ ｱｽｶ 1時間10分33秒

2047 内田　成美62 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾐ 1時間10分36秒

2019 横内　知保63 ﾖｺｳﾁ ﾁﾎ 1時間10分50秒

2005 土屋　久美64 ﾂﾁﾔ ｸﾐ 1時間10分50秒

2089 湯澤　朱梨65 ﾕｻﾞﾜ ｱｶﾘ 1時間10分59秒

2056 横瀬　天宇66 ﾖｺｾ ﾃﾝｳ 1時間11分49秒

2046 白鳥　絵留花67 ｼﾗﾄﾘ ｴﾙｶ 1時間11分57秒兼松

2039 手塚　琴美68 ﾃﾂﾞｶ ｺﾄﾐ 1時間11分58秒

2010 連　威玲69 ﾚﾝ ｲﾚｲ 1時間13分01秒ＴＡＲＣ

2053 田村　恵理70 ﾀﾑﾗ ｴﾘ 1時間13分04秒

2014 原田　史佳71 ﾊﾗﾀﾞ ﾌﾐｶ 1時間13分29秒

2002 宮下　久美子72 ﾐﾔｼﾀ ｸﾐｺ 1時間13分44秒

2045 小川　里佳子73 ｵｶﾞﾜ ﾘｶｺ 1時間13分59秒

2071 芦澤　紗英74 ｱｼｻﾞﾜ ｻｴ 1時間14分15秒

2048 秋山　綾乃75 ｱｷﾔﾏ ｱﾔﾉ 1時間16分11秒

2061 河西　沙知76 ｶｻｲ ｻﾁ 1時間16分26秒

2059 芦澤　美和77 ｱｼｻﾞﾜ ﾐﾜ 1時間16分26秒

2065 遠藤　千春78 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾊﾙ 1時間16分27秒

2024 中村　由佳79 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 1時間16分41秒

2027 今井　絢香80 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 1時間17分09秒

2066 遠藤　梨歌81 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 1時間17分20秒

2100 石井　てる美82 ｲｼｲ ﾃﾙﾐ 1時間18分02秒

2026 中山　智紗83 ﾅｶﾔﾏ ﾁｻ 1時間18分15秒

2029 河西　梢84 ｶｻｲ ｺｽﾞｴ 1時間18分47秒

2038 長南　安香85 ﾁｮｳﾅﾝ ﾔｽｶ 1時間19分43秒

2035 守屋　尚子86 ﾓﾘﾔ ﾅｵｺ 1時間20分37秒

2051 山口　雅美87 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾐ 1時間20分38秒社会人

2063 アレク　シス88 ｱﾚｸ ｼｽ 1時間20分39秒

2017 土屋　亜弥89 ﾂﾁﾔ ｱﾔ 1時間21分51秒

2032 樋口　英恵90 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 1時間23分59秒

2101 東城　佑香91 ﾄｳｼﾞｮｳﾕｶ 1時間24分55秒

2082 小野　愛未92 ｵﾉ ﾏﾅﾐ 1時間27分42秒

2036 川崎　奈緒93 ｶﾜｻｷ ﾅｵ 1時間27分43秒

2067 野田　季由94 ﾉﾀﾞ ｷﾕｳ 1時間31分34秒

2004 佐藤　さとみ95 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 1時間32分17秒


