
START LIST 【12.5KM】　10/23　9：35～

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 氏名カナ 都道府県名 性別 タイム

1 226 五十住 寿幸 ｲｿｽﾞﾐ ﾄｼﾕｷ 愛知県 女性 1:52:21

2 238 小池 俊弘 ｺｲｹ ﾄｼﾋﾛ 群馬県 男性 1:52:50

3 237 井上 伸子 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞｺ 岐阜県 女性 1:54:28

4 274 赤羽 敏宏 ｱｶﾊﾞﾈ ﾄｼﾋﾛ 長野県 男性 1:57:50

5 233 小田切 賢一 ｵﾀｷﾞﾘ ｹﾝｲﾁ 長野県 男性 1:59:00

6 259 尾崎 雄一 ｵｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 長野県 男性 1:59:00

7 239 石黒 富子 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾐｺ 岐阜県 女性 1:59:54

8 273 島村 祐次 ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 群馬県 男性 2:02:44

9 204 中村 長一 ﾅｶﾑﾗ ﾁｮｳｲﾁ 長野県 男性 2:04:50

10 227 大河内 静江 ｵｵｺｳﾁ ｼｽﾞｴ 長野県 女性 2:04:55

11 264 大日方 広志 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾛｼ 長野県 男性 2:04:55

12 269 見小田 伸恵 ﾐｺﾀ ﾉﾌﾞｴ 長野県 女性 2:04:55

13 256 大日方 千恵子 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾁｴｺ 長野県 女性 2:05:00

14 202 石黒 和美 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾐ 東京都 女性 2:05:11

15 203 西村 康治 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾊﾙ 東京都 男性 2:05:11

16 208 鈴置 和子 ｽｽﾞｵｷ ｶｽﾞｺ 東京都 女性 2:05:11

17 214 秦 加代子 ﾊﾀ ｶﾖｺ 東京都 女性 2:05:11

18 215 田村 民子 ﾀﾑﾗ ﾀﾐｺ 東京都 女性 2:05:11

19 216 小林 幸子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 東京都 女性 2:05:11

20 206 安斎 ミツ ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾂ 長野県 女性 2:06:33

21 220 渋澤 林蔵 ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾝｿﾞｳ 長野県 男性 2:06:40

22 207 澤田 和恵 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｴ 東京都 女性 2:08:50

23 212 根本 満寿美 ﾈﾓﾄ ﾏｽﾐ 東京都 女性 2:08:50

24 205 小泉 カツヱ ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂｴ 東京都 女性 2:10:21

25 254 清水 明子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 長野県 女性 2:10:32

26 255 清水 敬 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野県 男性 2:10:32

27 275 原口 千佳子 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾁｶｺ 愛知県 女性 2:10:52

28 219 山岸 秋美 ﾔﾏｷﾞｼﾞ ｱｷﾐ 長野県 女性 2:11:13

29 218 和田 正知子 ﾜﾀﾞ ﾏﾁｺ 長野県 女性 2:11:20

30 265 小泉 啓子 ｺｲｽﾞﾐ ｹｲｺ 東京都 女性 2:14:45

31 213 河村 君子 ｶﾜﾑﾗ ｷﾐｺ 東京都 女性 2:16:10

32 248 宮尾 秀樹 ﾐﾔｵ ﾋﾃﾞｷ 長野県 男性 2:16:10

33 249 宮尾 江利子 ﾐﾔｵ ｴﾘｺ 長野県 女性 2:16:10

34 210 諸橋 勝 ﾓﾛﾊｼ ﾏｻﾙ 新潟県 男性 2:16:30

35 235 山口 哲弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾋﾛ 長野県 男性 2:18:15

36 236 山口 裕美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 長野県 女性 2:18:15

37 217 永山 実 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾉﾙ 長野県 男性 2:18:22

38 240 海老名 裕太 ｴﾋﾞﾅ ﾕｳﾀ 宮城県 男性 2:20:25

39 241 福田 康之 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 新潟県 男性 2:22:31

40 242 福田 美恵子 ﾌｸﾀﾞ ﾐｴｺ 新潟県 女性 2:22:31

41 222 林 きくこ ﾊﾔｼ ｷｸｺ 愛知県 女性 2:23:50

42 223 松田 玲子 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｺ 愛知県 女性 2:23:50



43 221 山崎 政子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｺ 長野県 女性 2:24:12

44 260 竹前 万里 ﾀｹﾏｴ ﾏﾘ 長野県 女性 2:24:12

45 252 滝澤 義之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 長野県 男性 2:24:38

46 253 滝澤 好美 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 長野県 女性 2:24:38

47 250 小柳 幸夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷｵ 新潟県 男性 2:30:29

48 251 小柳 尚子 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋｻｺ 新潟県 女性 2:30:29

49 246 星川 百合子 ﾎｼｶﾜ ﾕﾘｺ 新潟県 女性 2:32:00

50 247 佐藤 恵 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 新潟県 女性 2:32:00

51 261 中島 直子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵｺ 長野県 女性 2:33:19

52 262 左右田 直子 ｿｳﾀﾞ ﾅｵｺ 長野県 女性 2:33:19

53 228 新城 昭新 ｱﾗｼﾛ ｼｮｳｼﾝ 大阪府 男性 2:33:52

54 229 新城 美雪 ｱﾗｼﾛ ﾐﾕｷ 大阪府 女性 2:33:52

55 201 石黒 成彬 ｲｼｸﾞﾛ ﾅﾘｱｷ 東京都 男性 2:34:20

56 263 鈴木 芳代 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾖ 群馬県 女性 2:35:39

57 271 瀧上 眞知子 ﾀｷｶﾞﾐ ﾏﾁｺ 群馬県 女性 2:35:39

58 272 瀧上 昭治 ﾀｷｶﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ 群馬県 男性 2:35:39

59 267 鍋谷 潤子 ﾅﾍﾞﾔ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 女性 2:38:30

60 268 鍋谷 照子 ﾅｹﾞﾔ ﾃﾙｺ 千葉県 女性 2:38:30

61 224 柏倉 和子 ｶｼｸﾗ ｶｽﾞｺ 愛知県 女性 2:39:32

62 225 千田 千代子 ｾﾝﾀﾞ ﾁﾖｺ 愛知県 女性 2:39:32

63 257 宮本 英之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県 男性 2:40:37

64 258 宮本 まゆみ ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕﾐ 長野県 女性 2:40:37

65 230 中村 一義 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 新潟県 男性 2:49:01

66 232 曽根 かね ｿﾈ ｶﾈ 新潟県 女性 2:49:01

67 209 木村 公子 ｷﾑﾗ ｷﾐｺ 東京都 女性 2:50:23

68 266 新里 るり ﾆｯｻﾄ ﾙﾘ 東京都 女性 2:50:23

69 270 鶴岡 泰子 ﾂﾙｵｶ ﾔｽｺ 千葉県 女性 2:50:23

234 下城 結子 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｳｺ 東京都 女性 DS

243 石田 千鶴子 ｲｼﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ 新潟県 女性 DS

244 岡村 文雄 ｵｶﾑﾗ ﾌﾐｵ 長野県 男性 DS

231 宮島 幸子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾁｺ 新潟県 女性

245 馬場 淳一 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 男性


