
 【21KM】　10/18　9：30～

着順 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 氏名カナ 都道府県名 性別 タイム

1 57 依田 隆生 ﾖﾀﾞ ﾀｶｵ 長野県 男性 02:45:35
2 81 千賀 純次 ｾﾝｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 静岡県 男性 02:53:30
3 41 齋藤 宏生 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 群馬県 男性 02:56:57
4 1 安形 直久 ｱｶﾞﾀ ﾅｵﾋｻ 愛知県 男性 03:13:01
5 40 大本 奈緒美 ｵｵﾓﾄ ﾅｵﾐ 群馬県 女性 03:15:50
6 54 正木 宏和 ﾏｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 福井県 男性 03:19:48
7 60 豊田 紫 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｶﾘ 東京都 女性 03:19:48
8 87 松澤 南 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 長野県 女性 03:19:59
9 86 開発 美奈子 ｶｲﾊﾂ ﾐﾅｺ 長野県 女性 03:20:10
10 49 小柳 幸夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷｵ 新潟県 男性 03:20:20
11 59 斉藤 茂浩 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾋﾛ 埼玉県 男性 03:22:58
12 18 西村 康治 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾊﾙ 東京都 男性 03:23:11
13 5 石黒 和美 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾐ 東京都 女性 03:23:40
14 12 水野 博芳 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 男性 03:27:16
15 14 山田 徹 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 長野県 男性 03:27:58
16 21 仁科 登美子 ﾆｼﾅ ﾄﾐｺ 長野県 女性 03:28:09
17 15 浅川 浩 ｱｻｶﾜ ﾋﾛｼ 長野県 男性 03:28:27
18 8 鈴置 和子 ｽｽｵﾞｷ ｶｽﾞｺ 東京都 女性 03:29:46
19 26 中島 康氏 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 茨城県 男性 03:29:49
20 19 中村 長一 ﾅｶﾑﾗ ﾁｮｳｲﾁ 長野県 男性 03:31:42
21 76 穂高 靖 ﾎﾀｶ ﾔｽｼ 長野県 男性 03:31:47
22 75 服田 良元 ﾊｯﾀ ﾖｼﾕｷ 長野県 男性 03:31:51
23 9 速水 健一 ﾊﾔﾐ ｹﾝｲﾁ 愛知県 男性 03:32:37
24 37 西村 正巳 ﾆｼﾐﾗ ﾏｻﾐ 東京都 男性 03:33:34
25 61 松橋 真人 ﾏﾂﾊｼ ﾏｺﾄ 長野県 男性 03:33:45
26 62 松橋 礼子 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｺ 長野県 女性 03:33:48
27 70 加藤 雅之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛知県 男性 03:35:59
28 4 藤原 正明 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｱｷ 長野県 男性 03:36:27
29 13 山田 哲 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 長野県 男性 03:40:12
30 27 星野 明久 ﾎｼﾉ ｱｷﾋｻ 群馬県 男性 03:40:30
31 52 森山 文徳 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾉﾘ 長野県 男性 03:42:28
32 51 高田 裕子 ﾀｶﾀ ﾕｳｺ 長野県 女性 03:42:45
33 78 大口 菜穂 ｵｵｸﾁ ﾅﾎ 長野県 女性 03:42:45
34 7 澤田 和恵 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｴ 東京都 女性 03:43:30
35 16 森 えり子 ﾓﾘ ｴﾘｺ 東京都 女性 03:43:30
36 45 堀江 恭子 ﾎﾘｴ ｷｮｳｺ 千葉県 女性 03:43:35
37 74 村田 智明 ﾑﾗﾀ ﾄﾓｱｷ 群馬県 男性 03:43:35
38 80 平岡 秀公 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾏｻ 東京都 男性 03:45:08
39 71 豊島 由香 ﾄﾖｼﾏ ﾕｶ 新潟県 女性 03:45:14
40 10 菊池 等 ｷｸﾁ ﾋﾄｼ 東京都 男性 03:45:45
41 2 皆川 和夫 ﾐﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 福島県 男性 03:46:43
42 42 近藤 加奈子 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 長野県 女性 03:46:43
43 43 宇治 春菜 ｳｼﾞ ﾊﾙﾅ 長野県 女性 03:46:43
44 6 根本 満寿美 ﾈﾓﾄ ﾏｽﾐ 東京都 女性 03:46:58
45 35 武藤 晴美 ﾑﾄｳ ﾊﾙﾐ 愛知県 女性 03:47:30
46 23 土屋 晴夫 ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 栃木県 男性 03:48:40
47 33 永田 幸恵 ﾅｶﾞﾀ ﾕｷｴ 愛知県 女性 03:50:05
48 11 浅野 幸子 ｱｻﾉ ｻﾁｺ 東京都 女性 03:51:05
49 79 小泉 啓子 ｺｲｽﾞﾐ ｹｲｺ 東京都 女性 03:51:05
50 32 石沢 裕 ｲｼｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 長野県 男性 03:52:13
51 66 濱田　一男 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 長野県 男性 03:57:03
52 67 宮尾 一也 ﾐﾔｵ ｶｽﾞﾔ 長野県 男性 03:57:03
53 68 土屋 輝 ﾂﾁﾔ ｱｷﾗ 長野県 男性 03:57:03



54 22 山口 政隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 東京都 男性 03:57:41
55 38 西村 恵子 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺ 東京都 女性 03:58:38
56 28 岡村 文雄 ｵｶﾑﾗ ﾌﾐｵ 長野県 男性 03:59:13
57 29 藤田 隆明 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｱｷ 北海道 男性 03:59:27
58 20 菅原 昭人 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾄ 栃木県 男性 03:59:35
59 48 大野 晃 ｵｵﾉ ｱｷﾗ 富山県 男性 03:59:35
60 63 久保田 博明 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 長野県 男性 04:00:05
61 55 河野 祐紀子 ｶﾜﾉ ﾕｷｺ 長野県 女性 04:00:10
62 56 河野 明日香 ｶﾜﾉ ｱｽｶ 長野県 女性 04:00:10
63 50 中村 素美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 栃木県 女性 04:01:23
64 36 藤井 京子 ﾌｼﾞｲ ｷｮｳｺ 長野県 女性 04:04:12
65 39 三浦 五月男 ﾐｳﾗ ｻﾁｵ 埼玉県 男性 04:04:12
66 58 三浦 国章 ﾐｳﾗ ｸﾆｱｷ 愛知県 男性 04:04:12
67 34 渋沢 明弘 ｼﾌﾞｻﾜ ｱｷﾋﾛ 長野県 男性 04:05:52
68 24 坂口 勲 ｻｶｸﾞﾁ ｲｻｵ 神奈川県 男性 04:07:15
69 25 永山 実 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾉﾙ 長野県 男性 04:09:59
70 64 小林 麻智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾁｺ 長野県 女性 04:11:27
71 65 佐藤 亜矢 ｻﾄｳ ｱﾔ 長野県 女性 04:11:27
72 77 外谷 好恵 ﾄﾔ ﾖｼｴ 長野県 女性 04:11:27
73 83 丸田 和代 ﾏﾙﾀ ｶｽﾞﾖ 長野県 女性 04:19:44
74 84 星野 悠 ﾎｼﾉ ﾕｳ 長野県 男性 04:19:44
75 31 山本 美月 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 長野県 女性 04:20:10
76 44 外谷 真波 ﾄﾔ ﾏﾅﾐ 長野県 女性 04:20:10
77 3 小野 謙一 ｵﾉ ｹﾝｲﾁ 大阪府 男性 04:32:43
78 46 寺島 和子 ﾃﾗｼﾏ ｶｽﾞｺ 長野県 女性 04:32:43
79 47 廣田 徳子 ﾋﾛﾀ ﾉﾘｺ 長野県 女性 04:32:43
80 17 小瀬 克幸 ｺｾ ｶﾂﾕｷ 大阪府 男性 04:33:26
81 72 竹前 万里 ﾀｹﾏｴ ﾏﾘ 長野県 女性 04:34:59
82 73 竹前 豪晃 ﾀｹﾏｴ ﾋﾃﾞｱｷ 長野県 男性 04:34:59
83 30 北沢 常子 ｷﾀｻﾞﾜ ﾂﾈｺ 長野県 女性 DS
84 53 寺澤 光子 ﾃﾗｻﾜ ﾐﾂｺ 長野県 女性 DS
85 69 永井 雅大 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 長野県 男性 DS
86 82 小池 雅子 ｺｲｹ ﾏｻｺ 東京都 女性 DS
87 85 亀岡 寛 ｶﾒｵｶ ﾋﾛｼ 長野県 男性 DS



【13KM(12.5km)】　10/18　9：35～

着順 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 氏名カナ 都道府県名 性別 タイム

1 140 鷲見 徹 ｽﾐ ﾄｵﾙ 愛知県 男性 1:49:42
2 163 浦野 紀臣 ｳﾗﾉ ｷｵﾐ 長野県 男性 1:55:57
3 161 安東 広晶 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 愛知県 男性 1:58:33
4 174 重松　久恵 シゲマツ　ヒサエ 東京都 女性 1:58:42
5 135 江口 英夫 ｴｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 男性 1:59:06
6 159 永森 弘子 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾋﾛｺ 群馬県 女性 1:59:18
7 114 新里 るり ﾆｯｻﾄ ﾙﾘ 東京都 女性 2:00:15
8 172 北沢 常子 キタザワ　ツネコ 長野県 女性 2:00:55
9 173 寺澤　光子 テラサワ　ミツコ 長野県 女性 2:00:55
10 139 林 博 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 長野県 男性 2:01:46
11 160 松本 幸子 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｺ 群馬県 女性 2:02:03
12 169 安達 文 ｱﾀﾞﾁ ｱﾔ 東京都 女性 2:02:06
13 157 市川 正明 ｲﾁｶﾜ ﾏｻｱｷ 千葉県 男性 2:02:25
14 171 中嶋 由美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐ 千葉県 女性 2:02:34
15 152 加藤 文義志 ｶﾄｳ ﾌﾐﾖｼ 愛知県 男性 2:04:04
16 168 芦田 陽子 ｱｼﾀﾞ ﾖｳｺ 京都府 女性 2:04:36
17 170 岡田 美和子 ｵｶﾀﾞ ﾐﾜｺ 長野県 女性 2:04:36
18 137 福田 康之 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 新潟県 男性 2:06:23
19 138 福田 美恵子 ﾌｸﾀﾞ ﾐｴｺ 新潟県 女性 2:08:16
20 141 清水 清治 ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾞ 長野県 男性 2:08:16
21 117 小市 浩之 ｺｲﾁ ﾋﾛﾕｷ 長野県 男性 2:08:25
22 118 小市 美雪 ｺｲﾁ ﾐﾕｷ 長野県 女性 2:08:25
23 102 仲 泰子 ﾅｶ ﾔｽｺ 神奈川県 女性 2:08:39
24 103 仲 法夫 ﾅｶ ﾉﾘｵ 神奈川県 男性 2:08:39
25 154 丸島 秀明 ﾏﾙｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 男性 2:11:50
26 110 渋澤 林蔵 ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾝｿﾞｳ 長野県 男性 2:12:01
27 165 中野 尚里 ﾅｶﾉ ﾅｵﾘ 愛知県 女性 2:13:10
28 101 石黒 成彬 ｲｼｸﾞﾛ ﾅﾘｱｷ 東京都 男性 2:13:14
29 111 宮尾 秀樹 ﾐﾔｵ ﾋﾃﾞｷ 長野県 男性 2:15:38
30 112 宮尾 江利子 ﾐﾔｵ ｴﾘｺ 長野県 女性 2:15:40
31 108 小泉 カツヱ ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂｴ 東京都 女性 2:17:24
32 107 柳内 サヨ子 ﾔﾅｲ ｻﾖｺ 東京都 女性 2:17:25
33 115 坂倉 美智子 ｻｶｸﾗ ﾐﾁｺ 東京都 女性 2:17:25
34 148 馬場 淳一 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 男性 2:17:53
35 132 船木 澄子 ﾌﾅｷ ｽﾐｺ 長野県 女性 2:19:38
36 133 松澤 南 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 長野県 女性 2:19:38
37 106 柳内 妙子 ﾔﾅｲ ﾀｴｺ 東京都 女性 2:27:45
38 113 小林 伯子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ 長野県 女性 2:29:29
39 105 古平 敏雄 ｺﾀﾞｲﾗ ﾄｼｵ 群馬県 男性 2:43:05
40 149 瀧上 昭治 ﾀｷｶﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ 群馬県 男性 2:43:05
41 143 湯田 寿幸 ﾕﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 群馬県 男性 2:43:09
42 144 湯田 典子 ﾕﾀﾞ ﾉﾘｺ 群馬県 女性 2:43:09
43 166 宮本 英之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県 男性 2:48:37
44 167 宮本 まゆみ ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕﾐ 長野県 女性 2:48:37
45 155 小山 英恵 ｺﾔﾏ ﾊﾅｴ 長野県 女性 2:52:48
46 156 間島 里枝 ﾏｼﾏ ﾘｴ 長野県 女性 2:52:48
47 142 石川 八千代 ｲｼｶﾜ ﾔﾁﾖ 長野県 女性 2:56:14
48 130 川村 教子 ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳｺ 新潟県 女性 2:56:45
49 131 宮島 幸子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾁｺ 新潟県 女性 2:56:51
50 136 江口 郁子 ｴｸﾞﾁ ｲｸｺ 新潟県 女性 2:58:10
51 146 築田 和志 ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞｼ 新潟県 男性 2:58:31
52 147 築田 玲子 ﾂｸﾀﾞ ﾚｲｺ 新潟県 女性 2:58:31
53 104 山中 恵美子 ﾔﾏﾅｶ ｴﾐｺ 群馬県 女性 2:59:17



54 116 須田 緑 ｽﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 群馬県 女性 2:59:17
55 150 瀧上 眞知子 ﾀｷｶﾞﾐ ﾏﾁｺ 群馬県 女性 2:59:17
56 151 染谷 元子 ｿﾒﾔ ﾓﾄｺ 群馬県 女性 2:59:17
57 145 築田 真実 ﾂｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 新潟県 女性 3:03:09
58 158 佐々木 美奈 ｻｻｷ ﾐﾅ 長野県 女性 3:03:09
59 164 小山 美和子 ｺﾔﾏ ﾐﾜｺ 長野県 女性 3:03:09
60 162 峯村 恵美子 ﾐﾈﾑﾗ ｴﾐｺ 長野県 女性 3:03:19
61 153 藤崎 孝和 ﾌｼﾞｻｷ ﾀｶｶｽﾞ 群馬県 男性 3:04:17
62 120 中村 千峰美 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾎﾐ 静岡県 女性 3:14:40
63 121 千野 和美 ﾁﾉ ｶｽﾞﾐ 長野県 女性 3:14:40
64 122 堀内 克子 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂｺ 長野県 女性 3:14:40
65 126 中村 淑子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｺ 長野県 女性 3:14:40
66 119 岡本 あい子 ｵｶﾓﾄ ｱｲｺ 静岡県 女性 3:19:40
67 129 小田切 賢一 ｵﾀｷﾞﾘ ｹﾝｲﾁ 長野県 男性 3:24:34
68 109 佐久間 良子 ｻｸﾏ ﾖｼｺ 神奈川県 女性 3:24:34
69 123 大久保 たつ子 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂｺ 長野県 女性 DF
70 124 渡辺 頼子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖﾘｺ 長野県 女性 DF
71 125 長田 澄子 ｵｻﾀﾞ ｽﾐｺ 長野県 女性 DS
72 127 吉田 光子 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｺ 長野県 女性 DS
73 128 田口 美苗 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾅｴ 長野県 女性 DS
74 134 立澤 ゆかり ﾀﾂｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 長野県 女性 DS



 【8KM】　10/18　9：40～

着順 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 氏名カナ 都道府県名 性別 タイム

1 206 高橋 かおる ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ 愛知県 女性 1:17:38
2 202 福島 みどり ﾌｸｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 女性 1:18:01
3 210 和田 正知子 ﾜﾀﾞ ﾏﾁｺ 長野県 女性 1:21:45
4 241 加納 延康 ｶﾉｳ ﾉﾌﾞﾔｽ 愛知県 男性 1:22:14
5 205 市川 康代 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾖ 愛知県 女性 1:23:09
6 229 小林 佳子 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 群馬県 女性 1:23:17
7 207 千田 千代子 ｾﾝﾀﾞ ﾁﾖｺ 愛知県 女性 1:23:30
8 230 滝沢 智子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 長野県 女性 1:24:20
9 231 青木 千尋 ｱｵｷ ﾁﾋﾛ 長野県 女性 1:24:20
10 238 飯塚 峻吾 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｺﾞ 神奈川県 男性 1:24:20
11 239 飯塚 和幸 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ 長野県 男性 1:24:20
12 204 市川 博 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 愛知県 男性 1:24:39
13 233 小柳 尚子 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋｻｺ 新潟県 女性 1:28:00
14 240 大日方 千恵子 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾁｴｺ 長野県 女性 1:29:33
15 244 大日方 広志 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾛｼ 長野県 男性 1:29:33
16 201 加藤 博久 ｶﾄｳ ﾋﾛﾋｻ 東京都 男性 1:30:17
17 203 大川 隆 ｵｵｶﾜ ﾀｶｼ 愛知県 男性 1:30:29
18 225 前島 憲一郎 ﾏｴｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長野県 男性 1:30:44
19 218 山口 哲弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾋﾛ 長野県 男性 1:32:30
20 219 山口 裕美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 長野県 女性 1:32:30
21 208 柏倉 和子 ｶｼｸﾗ ｶｽﾞｺ 愛知県 女性 1:34:25
22 214 中村 信光 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾐﾂ 長野県 男性 1:35:14
23 216 中島 倫子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｺ 茨城県 女性 1:35:20
24 226 弓木 慶一 ﾕﾐｷ ｹｲｲﾁ 東京都 男性 1:37:30
25 222 海老名 裕太 ｴﾋﾞﾅ ﾕｳﾀ 宮城県 男性 1:38:09
27 235 滝澤 好美 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 長野県 女性 1:42:24
45 234 滝澤 義之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 長野県 男性 1:42:24
28 228 浦野 美紀夫 ｳﾗﾉ ﾐｷｵ 長野県 男性 1:44:41
29 221 渋沢 純子 ｼﾌﾞｻﾜ ｽﾐｺ 長野県 女性 1:45:33
30 232 鈴木 ゆき江 ｽｽﾞｷ ﾕｷｴ 長野県 女性 1:45:33
31 211 山田 正光 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 長野県 男性 1:47:07
32 212 山田 美恵子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｴｺ 長野県 女性 1:47:07
33 215 滝澤 宣子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 長野県 女性 1:47:10
34 223 山崎 政子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｺ 長野県 女性 1:47:50
35 245 垂沢 康子 ﾀﾚｻﾜ ﾔｽｺ 長野県 女性 1:48:20
36 217 湯本 勝 ﾕﾓﾄ ﾏｻﾙ 長野県 男性 1:49:00
37 209 上垣外 勝安 ｶﾐｶﾞｲﾄ ｶﾂﾔｽ 愛知県 男性 1:51:00
38 213 小瀬 英子 ｺｾ ﾋﾃﾞｺ 大阪府 女性 1:57:47
39 220 伊藤 由記 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 男性 1:57:56
40 227 西澤 八恵子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾔｴｺ 長野県 女性 1:58:22
41 236 曲尾 隆 ﾏｶﾞﾘｵ ﾀｶｼ 長野県 男性 1:58:58
42 242 中島 直子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵｺ 長野県 女性 2:05:10
43 243 島崎 佐由里 ｼﾏｻﾞｷ ｻﾕﾘ 長野県 女性 2:05:10
26 224 藤井 章 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾗ 長野県 男性 2:13:43
44 237 曲尾 達子 ﾏｶﾞﾘｵ ﾀﾂｺ 長野県 女性 2:37:00
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1 301 大川 千鶴子 ｵｵｶﾜ ﾁｽﾞｺ 愛知県 女性 0:59:47
2 303 山田 時子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｷｺ 長野県 女性 1:02:00
3 312 三野宮 泰子 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾀｲｺ 宮城県 女性 1:11:08
4 304 中村 ミチ子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 長野県 女性 1:15:59
5 321 畑山 紀子 ﾊﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ 新潟県 女性 1:17:22
6 308 小宮山 雄子 ｺﾐﾔﾏ ﾕｳｺ 長野県 女性 1:18:25
7 307 坂口 朱美 ｻｶｸﾞﾁ ｱｹﾐ 長野県 女性 1:18:29
8 311 伊藤 桃子 ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 東京都 女性 1:19:18
9 306 中村 由美 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ 長野県 女性 1:22:50
10 305 中村 多美子 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾐｺ 長野県 女性 1:22:53
11 314 関 由紀子 ｾｷ ﾕｷｺ 群馬県 女性 1:30:23
12 315 栗田 真佐代 ｸﾘﾀ ﾏｻﾖ 群馬県 女性 1:30:23
13 316 矢代 享子 ﾔｼﾛ ｷｮｳｺ 群馬県 女性 1:30:23
14 317 見持 恵美子 ｹﾝﾓﾁ ｴﾐｺ 群馬県 女性 1:30:23
15 318 横田 穣 ﾖｺﾀ ﾕｽﾞﾙ 群馬県 男性 1:30:23
16 309 伊藤 絹子 ｲﾄｳ ｷﾇｺ 群馬県 女性 1:34:18
17 310 伊藤 詩子 ｲﾄｳ ｳﾀｺ 群馬県 女性 1:34:18
18 302 速水 博子 ﾊﾔﾐ ﾋﾛｺ 愛知県 女性 1:35:55
19 319 山崎 由美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 長野県 女性 1:35:55
20 320 市川 和枝 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｴ 長野県 女性 1:35:55
21 322 佐藤 美香 ｻﾄｳ ﾐｶ 長野県 女性 1:35:55
22 313 豊田 ひとみ ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 女性 3:31:47
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