
START LIST 【5.5KM】　10/23　9：40～

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 氏名カナ 都道府県名 性別 タイム

1 401 田中 美和子 ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 東京都 女性 0:55:23

2 407 川久保 映子 ｶﾜｸﾎﾞ ｴｲｺ 新潟県 女性 0:55:23

3 428 桐山 あゆみ ｷﾘﾔﾏ ｱﾕﾐ 新潟県 女性 1:02:02

4 408 山田 時子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｷｺ 長野県 女性 1:02:23

5 433 川田 ひとみ ｶﾜﾀﾞ ﾋﾄﾐ 東京都 女性 1:03:50

6 425 滝澤 理恵 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｴ 長野県 女性 1:05:14

7 432 仲俣 かおり ﾅｶﾏﾀ ｶｵﾘ 長野県 女性 1:05:14

8 411 竹下 怜子 ﾀｹｼﾀ ﾚｲｺ 宮崎県 女性 1:08:07

9 412 徳武 啓子 ﾄｸﾀｹ ｹｲｺ 長野県 女性 1:08:52

10 426 中村 恵理子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｺ 長野県 女性 1:08:52

11 427 渥美 久美子 ｱﾂﾐ ｸﾐｺ 長野県 女性 1:08:52

12 429 寺島 由美子 ﾃﾗｼﾏ ﾕﾐｺ 長野県 女性 1:08:52

13 406 畑山 紀子 ﾊﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ 新潟県 女性 1:09:56

14 418 速水 博子 ﾊﾔﾐ ﾋﾛｺ 愛知県 女性 1:14:18

15 404 羽田 智則 ﾊﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 新潟県 男性 1:17:50

16 405 羽田 博子 ﾊﾀﾞ ﾋﾛｺ 新潟県 女性 1:18:15

17 434 三室 奈々絵 ﾐﾑﾛ ﾅﾅｴ 群馬県 女性 1:18:15

18 435 三室 広祐 ﾐﾑﾛ ｺｳｽｹ 群馬県 男性 1:18:15

19 436 湯田 寿幸 ﾕﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 群馬県 男性 1:18:15

20 437 湯田 典子 ﾕﾀﾞ ﾉﾘｺ 群馬県 女性 1:18:15

21 416 川島 美佐子 ｶﾜｼﾏ ﾐｻｺ 新潟県 女性 1:19:17

22 417 山崎 道子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁｺ 新潟県 女性 1:19:20

23 415 川島 光彦 ｶﾜｼﾏ ﾐﾂﾋｺ 新潟県 男性 1:19:45

24 409 中村 ミチ子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 長野県 女性 1:21:18

25 312 山本 孝子 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ 長野県 女性 1:22:19

26 414 松岡 昭子 ﾏﾂｵｶ ｱｷｺ 長野県 女性 1:22:30

27 413 堀内 克子 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂｺ 長野県 女性 1:22:32

28 438 伊藤 桃子 ｲﾄｳ　ﾓﾓｺ 東京都 女性 1:23:18

29 422 矢代 享子 ﾔｼﾛ ｷｮｳｺ 群馬県 女性 1:26:05

30 423 南 彩子 ﾐﾅﾐ ｻｲｺ 群馬県 女性 1:26:05

31 403 原 喜代子 ﾊﾗ ｷﾖｺ 長野県 女性 1:29:56

32 402 伝田 房江 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾌｻｴ 長野県 女性 1:30:05

33 430 中塚 利男 ﾅｶﾂｶ ﾄｼｵ 栃木県 男性 1:30:12

34 431 中塚 千代子 ﾅｶﾂｶ ﾁﾖｺ 栃木県 女性 1:30:12

35 419 伊藤 由記 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 男性 1:32:07

36 420 伊藤 絹子 ｲﾄｳ ｷﾇｺ 群馬県 女性 1:32:23

37 421 伊藤 詩子 ｲﾄｳ ｳﾀｺ 群馬県 女性 1:32:23

424 柴木 充郎 ｼﾊﾞｷ ﾐﾂﾛｳ 新潟県 男性 DF

410 浅見 かをる ｱｻﾐ ｶｦﾙ 長野県 女性 DS


