
結果一覧

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏  名

１０ｋｍレース　女子４０歳以上の部

順位 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録所属

2672 矢澤　美紀1 ﾔｻﾞﾜ ﾐｷ 43分09秒

2665 藤本　麻里2 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾘ 44分09秒

2688 鮎澤　茉耶3 ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾔ 44分56秒

2646 天野　聡子4 ｱﾏﾉ ｻﾄｺ 46分49秒高根熱見

2620 斉藤　康子5 ｻｲﾄｳ ﾔｽｺ 47分18秒

2681 永宮　友子6 ﾅｶﾞﾐﾔ ﾄﾓｺ 48分59秒

2674 奈良村　亮子7 ﾅﾗﾑﾗ ﾘｮｳｺ 49分24秒若尾会計事務所

2506 松澤　和恵8 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞｴ 50分02秒

2635 春日　広美9 ｶｽｶﾞ ﾋﾛﾐ 50分06秒上伊那生協病院

2656 松木　由香10 ﾏﾂｷ ﾕｶ 50分36秒

2677 石原　夏美11 ｲｼﾊﾗ ﾅﾂﾐ 50分55秒

2566 寺川　美子12 ﾃﾗｶﾜ ﾖｼｺ 51分14秒ＥＥＲＣ

2676 堀内　貴子13 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶｺ 51分26秒

2578 細川　恵利14 ﾎｿｶﾜ ｴﾘ 51分35秒

2602 齊藤　香15 ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ 51分54秒チームアルプス

2637 大塚　仁美16 ｵｵﾂｶ ﾋﾄﾐ 51分59秒

2610 浦野　久美17 ｳﾗﾉ ｸﾐ 52分08秒

2671 萩原　香奈恵18 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾅｴ 52分24秒竜王走ろう会

2642 赤羽　思保19 ｱｶﾊﾞ ｼﾎ 53分11秒

2655 坂本　亜矢子20 ｻｶﾓﾄ ｱﾔｺ 53分21秒

2537 宮澤　智子21 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 53分28秒チームのこのこ

2546 小野　浩美22 ｵﾉ ﾋﾛﾐ 53分32秒兼松

2540 高橋　あおい23 ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 53分43秒

2570 中野　いずみ24 ﾅｶﾉ ｲｽﾞﾐ 53分54秒

2653 代永　晴美25 ﾖﾅｶﾞ ﾊﾙﾐ 55分15秒

2687 佐野　沙恭華26 ｻﾉ ｻﾔｶ 55分59秒

2501 伊藤　美和27 ｲﾄｳ ﾐﾜ 56分19秒富士電機㈱東京

2670 前島　淳子28 ﾏｴｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 56分28秒ＮＫランナーズ

2623 佐野　ともみ29 ｻﾉ ﾄﾓﾐ 57分20秒サノコウムショ

2619 井上　佳代30 ｲﾉｳｴ ｶﾖ 57分22秒

2659 三好　はるえ31 ﾐﾖｼ ﾊﾙｴ 57分46秒

2502 菅沼　かよ32 ｽｶﾞﾇﾏ ｶﾖ 57分52秒チーム伊藤ＲＵＮ

2683 野中　恵巳33 ﾉﾅｶ ｴﾐ 57分56秒

2596 望月　由紀34 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｷ 58分11秒

2571 山野　英理子35 ﾔﾏﾉ ｴﾘｺ 58分12秒

2645 岩田　友美36 ｲﾜﾀ ﾄﾓﾐ 58分32秒

2553 楠　由美37 ｸｽﾉｷ ﾕﾐ 59分46秒

2684 深澤　佑季子38 ﾌｶｻﾜ ﾕｷｺ 59分48秒

2632 櫛渕　恵美子39 ｸｼﾌﾞﾁ ｴﾐｺ 59分51秒

2607 小林　秋40 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷ 59分58秒

2625 桐山　みなみ41 ｷﾘﾔﾏ ﾐﾅﾐ 1時間00分00秒

2593 伊藤　由美子42 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 1時間00分30秒

2557 隅田　清美43 ｽﾐﾀﾞ ｷﾖﾐ 1時間00分33秒

2662 尾形　美貴44 ｵｶﾞﾀ ﾐｷ 1時間00分44秒

2550 林　薫子45 ﾊﾔｼ ｶｵﾙｺ 1時間00分48秒つつじ会

2605 角屋　和佳46 ｽﾐﾔ ｶｽﾞﾖ 1時間01分00秒

2533 水田　かおる47 ﾐｽﾞﾀ ｶｵﾙ 1時間01分05秒

2564 磯野　さつき48 ｲｿﾉ ｻﾂｷ 1時間01分18秒

2634 深山　愛49 ﾐﾔﾏ ｱｲ 1時間01分29秒おゆみ野あんこ

2577 石井　貴子50 ｲｼｲ ﾀｶｺ 1時間01分31秒

2542 中澤　弘香51 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｶ 1時間01分35秒

2555 梶原　昭子52 ｶｼﾞﾊﾗ ｼｮｳｺ 1時間01分41秒Ｐｅａｃｈ’ｓ

2903 堀田　鈴佳53 ﾎｯﾀ ｽｽﾞｶ 1時間02分05秒

2689 今村　まゆみ54 ｲﾏﾑﾗ ﾏﾕﾐ 1時間02分07秒
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2541 澤嵜　美保子55 ｻﾜｻﾞｷ ﾐﾎｺ 1時間02分20秒

2660 大堀　澄恵56 ｵｵﾎﾘ ｽﾐｴ 1時間02分29秒新冨鉄工

2539 鈴木　眞弓57 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 1時間02分31秒

2611 中村　佐和子58 ﾅｶﾑﾗ ｻﾜｺ 1時間02分42秒

2543 一瀬　富枝59 ｲﾁﾉｾ ﾄﾐｴ 1時間02分52秒

2682 小野　真実60 ｵﾉ ﾏﾐ 1時間03分04秒

2598 齋藤　ちづる61 ｻｲﾄｳ ﾁﾂﾞﾙ 1時間03分07秒

2640 金山　かおる62 ｶﾅﾔﾏ ｶｵﾙ 1時間03分12秒

2556 山谷　直美63 ﾔﾏﾔ ﾅｵﾐ 1時間03分22秒ソーメンクラブ

2583 大山　美勇紀64 ｵｵﾔﾏ ﾐﾕｷ 1時間03分34秒

2504 渡辺　朋美65 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 1時間03分38秒チームぷるるん

2603 牧野　明子66 ﾏｷﾉ ｱｷｺ 1時間03分41秒

2643 松田　真季67 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｷ 1時間03分42秒

2554 稲田　祐子68 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｺ 1時間03分46秒

2595 廣瀬　恵子69 ﾋﾛｾ ｹｲｺ 1時間03分48秒

2567 山本　教子70 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ 1時間03分58秒やまもとＦＣ

2644 小山　美雪71 ｺﾔﾏ ﾐﾕｷ 1時間04分10秒

2600 喜渡　誠美72 ｷﾄﾞ ｻﾄﾐ 1時間04分21秒

2626 石田　多曄子73 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｺ 1時間04分23秒

2562 笠原　真由美74 ｶｻﾊﾗ ﾏﾕﾐ 1時間04分34秒

2636 逸見　知美75 ﾍﾝﾐ ﾄﾓﾐ 1時間04分52秒ＴＲチームＹ

2587 吉田　千絵76 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴ 1時間04分55秒

2547 森岡　蘭多77 ﾓﾘｵｶ ﾗﾝﾀﾞ 1時間05分09秒広原ハリアーズ

2652 神戸　亜妃78 ｶﾝﾍﾞ ｱｷ 1時間05分19秒

2651 丸山　道代79 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾁﾖ 1時間05分41秒丸山農園

2575 髙田　康予80 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽﾖ 1時間05分44秒ジャパネッツ

2521 磯貝　敦子81 ｲｿｶﾞｲ ｱﾂｺ 1時間06分05秒

2563 塩野　圭子82 ｼｵﾉ ｹｲｺ 1時間06分16秒

2584 渡辺　菊代83 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｸﾖ 1時間06分32秒

2608 青柳　恵美84 ｱｵﾔｷﾞ ｴﾐ 1時間06分58秒アクティ部

2517 石川　洋子85 ｲｼｶﾜ ﾖｳｺ 1時間07分13秒

2633 長澤　知佐子86 ﾅｶﾞｻﾜ ﾁｻｺ 1時間07分14秒

2524 浅井　千代江87 ｱｻｲ ﾁﾖｴ 1時間07分16秒

2527 北岡　妙子88 ｷﾀｵｶ ﾀｴｺ 1時間07分31秒

2520 鈴木　美代子89 ｽｽﾞｷ ﾐﾖｺ 1時間07分33秒

2624 園原　ハルカ90 ｿﾉﾊﾗ ﾊﾙｶ 1時間07分33秒

2617 川渕　千佳91 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾁｶ 1時間07分35秒

2569 香川　花奈江92 ｶｶﾞﾜ ｶﾅｴ 1時間07分58秒

2573 川手　裕子93 ｶﾜﾃ ﾕｳｺ 1時間08分09秒

2558 勝亦　正子94 ｶﾂﾏﾀ ﾏｻｺ 1時間08分14秒

2627 川元　真弓95 ｶﾜﾓﾄ ﾏﾕﾐ 1時間08分59秒

2529 鈴木　康子96 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 1時間09分01秒志太建材

2536 石井　惠子97 ｲｼｲ ｹｲｺ 1時間09分06秒

2590 若尾　和子98 ﾜｶｵ ｶｽﾞｺ 1時間09分25秒

2639 小澤　利恵99 ｵｻﾞﾜ ﾘｴ 1時間09分26秒

2667 大柴　明子100 ｵｵｼﾊﾞ ｱｷｺ 1時間09分30秒

2559 佐々木　まゆみ101 ｻｻｷ ﾏﾕﾐ 1時間09分30秒すわっこラン

2582 小山　美紀102 ｺﾔﾏ ﾐｷ 1時間09分31秒

2679 石井　奈実絵103 ｲｼｲ ﾅﾐｴ 1時間10分10秒

2654 永沢　智恵104 ﾅｶﾞｻﾜ ﾁｴ 1時間10分16秒

2526 関山　幸子105 ｾｷﾔﾏ ｻﾁｺ 1時間10分21秒

2510 森　潤子106 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｺ 1時間10分27秒

2649 望月　さおり107 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻｵﾘ 1時間10分34秒

2599 瀧澤　圭子108 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲｺ 1時間10分40秒
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2664 加藤　万里子109 ｶﾄｳ ﾏﾘｺ 1時間10分41秒

2544 上田　美穂110 ｳｴﾀﾞ ﾐﾎ 1時間10分47秒

2901 藤巻 千名津111 ﾌｼﾞﾏｷ ﾁﾅﾂ 1時間10分50秒

2549 内田　清美112 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖﾐ 1時間11分45秒

2663 董　華113 ﾄｳ ｶ 1時間11分52秒

2616 近藤　キイン114 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｲﾝ 1時間11分57秒

2612 湯澤　恵子115 ﾕｻﾞﾜ ｹｲｺ 1時間12分04秒

2589 飯田　美和116 ｲｲﾀﾞ ﾐﾜ 1時間12分31秒

2668 飯室　智恵子117 ｲｲﾑﾛ ﾁｴｺ 1時間13分03秒

2604 乙黒　利美118 ｵﾄｸﾞﾛ ﾄｼﾐ 1時間13分04秒

2661 杉本　葉子119 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳｺ 1時間13分06秒

2678 市川　奈弥120 ｲﾁｶﾜ ﾅﾐ 1時間13分06秒

2528 黒部　陽子121 ｸﾛﾍﾞ ﾖｳｺ 1時間13分10秒

2630 功刀　直子122 ｸﾇｷﾞ ﾅｵｺ 1時間13分36秒

2629 櫻田　美枝123 ｻｸﾗﾀﾞ ﾐｴ 1時間13分37秒

2647 小野田　真美124 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾐ 1時間14分25秒

2675 渡辺　幸子125 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁｺ 1時間14分28秒甲府共立病院

2631 東條　小百合126 ﾄｳｼﾞｮｳ ｻﾕﾘ 1時間14分30秒

2609 小山　芳恵127 ｺﾔﾏ ﾖｼｴ 1時間14分36秒

2597 小林　留美128 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾐ 1時間14分37秒

2628 上月　美果129 ｺｳﾂﾞｷ ﾐｶ 1時間14分47秒

2601 井口　恵130 ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 1時間14分54秒

2585 飯嶋　志保131 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾎ 1時間15分22秒

2613 石原　あかね132 ｲｼﾊﾗ ｱｶﾈ 1時間15分28秒もふちゃん

2572 古閑　千草133 ｺｶﾞ ﾁｸﾞｻ 1時間15分48秒

2560 薄葉　利江134 ｳｽﾊﾞ ﾄｼｴ 1時間16分05秒ヨシムランズ

2530 吉村　信子135 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 1時間16分05秒ヨシムランズ

2535 桑垣　文子136 ｸﾜｶﾞｷ ﾌﾐｺ 1時間16分10秒

2580 瀬谷　朋子137 ｾﾔ ﾄﾓｺ 1時間16分10秒

2534 片野　美和子138 ｶﾀﾉ ﾐﾜｺ 1時間16分11秒アキランメイツ

2586 菊池　雅子139 ｷｸﾁ ﾏｻｺ 1時間16分26秒

2519 浅川　正子140 ｱｻｶﾜ ﾏｻｺ 1時間16分32秒

2648 植松　文141 ｳｴﾏﾂ ｱﾔ 1時間16分48秒

2565 伊藤　千登世142 ｲﾄｳ ﾁﾄｾ 1時間17分31秒塩山嗚呼走会

2606 矢澤　真由美143 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 1時間17分41秒

2650 佐口　清美144 ｻｸﾞﾁ ｷﾖﾐ 1時間17分50秒

2503 川畑　智恵145 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁｴ 1時間18分02秒チーム伊藤ＲＡＮ

2538 山極　ますみ146 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾏｽﾐ 1時間18分10秒

2685 土田　雅代147 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾖ 1時間18分15秒チームＯＫＪ

2516 山口　やよい148 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾖｲ 1時間18分56秒

2507 高山　やす子149 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｺ 1時間19分19秒

2686 髙田　安奈150 ﾀｶﾀﾞ ｱﾝﾅ 1時間19分42秒

2621 森吉　孝美151 ﾓﾘﾖｼ ﾀｶﾐ 1時間20分05秒

2518 妻木　隆子152 ﾂﾏｷ ﾀｶｺ 1時間20分22秒

2515 伊藤　明子153 ｲﾄｳ ｱｷｺ 1時間20分43秒アンコールＣＮ

2638 森田　園子154 ﾓﾘﾀ ｿﾉｺ 1時間20分51秒

2657 渡邉　優子155 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 1時間21分53秒ｔｅａｍ　ＫＹＷ

2551 豊岡　圭子156 ﾄﾖｵｶ ｹｲｺ 1時間22分00秒大阪

2531 丸屋　みどり157 ﾏﾙﾔ ﾐﾄﾞﾘ 1時間22分11秒

2574 遠藤　智恵子158 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｴｺ 1時間22分48秒

2615 秋山　佳子159 ｱｷﾔﾏ ﾖｼｺ 1時間23分06秒

2576 樋口　薫160 ﾋｸﾞﾁ ｶｵﾙ 1時間23分54秒ヴァンビー

2545 百瀬　美智子161 ﾓﾓｾ ﾐﾁｺ 1時間24分36秒ヤマロク陸上部

2523 青柳　千草162 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｸﾞｻ 1時間27分41秒
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2505 古川　尚子163 ﾌﾙｶﾜ ﾅｵｺ 1時間27分44秒

2512 西ヶ谷　美智子164 ﾆｼｶﾞﾔ ﾐﾁｺ 1時間28分11秒

2614 相原　直子165 ｱｲﾊﾗ ﾅｵｺ 1時間29分14秒

2511 雨宮　いく子166 ｱﾒﾐﾔ ｲｸｺ 1時間29分57秒旭ヶ丘ランナーズ

2581 福村　祐美167 ﾌｸﾑﾗ ﾋﾛﾐ 1時間32分42秒

2641 雨宮　えり子168 ｱﾒﾐﾔ ｴﾘｺ 1時間34分00秒ラグクラブ

2588 雨宮　千春169 ｱﾒﾐﾔ ﾁﾊﾙ 1時間34分05秒まろクラブ

2552 山本　栄子170 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｺ 1時間34分05秒秀空姫クラブ

2532 千葉　裕子171 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｺ 1時間36分04秒

2522 清水　明子172 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 1時間37分11秒新ゆり走遊会

2508 飯田　順子173 ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 1時間37分52秒

2594 丸茂　美恵174 ﾏﾙﾓ ﾐｴ 1時間43分42秒

2514 早川　幸子175 ﾊﾔｶﾜ ｻﾁｺ 2時間03分06秒無所属


