
START LIST 【8KM】　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

1 357 加納 延康 ｶﾉｳ ﾉﾌﾞﾔｽ 愛知県 男性 1:13:29

2 303 塚田 孝弘 ﾂｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野県 男性 1:14:36

3 326 清水 清治 ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾞ 長野県 男性 1:14:40

4 305 林 博 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 長野県 男性 1:18:38

5 354 飯塚 峻吾 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｺﾞ 神奈川県 男性 1:19:27

6 331 小林 佳子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ 群馬県 女性 1:20:18

7 329 佐野 修一 ｻﾉ ｼｭｳｲﾁ 長野県 男性 1:20:23

8 304 福島 みどり ﾌｸｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 女性 1:20:34

9 355 飯塚 和幸 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ 長野県 男性 1:20:46

10 310 木島 忠裕 ｷｼﾞﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 滋賀県 男性 1:21:35

11 362 山崎 美佐子 ﾔﾏｻｷ ﾐｻｺ 長野県 女性 1:22:00

12 330 小池 三和子 ｺｲｹ ﾐﾜｺ 群馬県 女性 1:22:35

13 318 中村 信光 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾐﾂ 長野県 男性 1:23:25

14 314 田中 克明 ﾀﾅｶ ｶﾂｱｷ 長野県 男性 1:25:01

15 332 岩嵜 陽子 ｲﾜｻｷ ﾖｳｺ 群馬県 女性 1:26:56

16 333 吉田 規矩子 ﾖｼﾀﾞ ｷｸｺ 群馬県 女性 1:27:17

17 356 安達 文 ｱﾀﾞﾁ ｱﾔ 東京都 女性 1:29:28

18 342 堀内 勝英 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾋﾃﾞ 新潟県 男性 1:30:21

19 360 松木 せつ子 ﾏﾂｷ ｾﾂｺ 長野県 女性 1:30:32

20 315 岩井 真理子 ｲﾜｲ ﾏﾘｺ 長野県 女性 1:32:09

21 316 土屋 順子 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｺ 長野県 女性 1:32:09

22 338 鈴木 重壱 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｲﾁ 新潟県 男性 1:32:39

23 339 鈴木 京子 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 新潟県 女性 1:32:39

24 317 篠原 一雄 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｵ 長野県 男性 1:32:49

25 335 古平 敏雄 ｺﾀﾞｲﾗ ﾄｼｵ 群馬県 男性 1:33:14

26 327 渋沢 純子 ｼﾌﾞｻﾜ ｽﾐｺ 長野県 女性 1:34:16

27 302 木村 けい子 ｷﾑﾗ ｹｲｺ 東京都 女性 1:36:16

28 306 加藤 博久 ｶﾄｳ ﾋﾛﾋｻ 東京都 男性 1:37:16

29 309 橋本 武治 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼﾞ 新潟県 男性 1:37:36

30 343 津端 札子 ﾂﾊﾞﾀ ｻﾂｺ 新潟県 女性 1:38:12

31 361 景山 ゆみ子 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾐｺ 愛知県 女性 1:40:10

32 322 西脇 絵美子 ﾆｼﾜｷ ｴﾐｺ 愛知県 女性 1:42:12

33 351 田中 一 ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 新潟県 男性 1:42:49

34 353 鈴木 誠人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 新潟県 男性 1:42:49

35 344 内川 真里 ｳﾁｶﾜ ﾏﾘ 長野県 女性 1:44:12

36 363 唐沢 亜希 ｶﾗｻﾜ ｱｷ 長野県 女性 1:44:12

37 334 戸丸 典子 ﾄﾏﾙ ﾉﾘｺ 群馬県 女性 1:44:27

38 347 南澤 栄 ﾐﾅﾐｻﾜ ｻｶｴ 長野県 女性 1:45:32

39 323 染谷 元子 ｿﾒﾔ ﾓﾄｺ 群馬県 女性 1:46:35

40 336 山中 恵美子 ﾔﾏﾅｶ ｴﾐｺ 群馬県 女性 1:46:35

41 311 木島 光子 ｷｼﾞﾏ ﾐﾂｺ 滋賀県 女性 1:47:22

42 364 石井 晃江 ｲｼｲ ﾃﾙｴ 大阪府 女性 1:48:04



43 358 土信田 隆志 ﾄｼﾀﾞ ﾀｶｼ 長野県 男性 1:49:01

44 359 土信田 英子 ﾄｼﾀﾞ ｴｲｺ 長野県 女性 1:49:01

45 325 金澤 善子 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｺ 長野県 女性 1:50:15

46 340 諸橋 巌 ﾓﾛﾊｼ ｲﾜｵ 新潟県 男性 1:51:34

47 341 諸橋 ナミ子 ﾓﾛﾊｼ ﾅﾐｺ 新潟県 女性 1:51:34

48 319 湯本 勝 ﾕﾓﾄ ﾏｻﾙ 長野県 男性 1:52:27

49 313 山本 清子 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｺ 長野県 女性 1:53:35

50 345 松浦 厚司 ﾏﾂｳﾗ ｱﾂｼ 山梨県 男性 1:55:36

51 346 松浦 幸子 ﾏﾂｳﾗ ｻﾁｺ 山梨県 女性 1:55:36

52 307 友田 慈子 ﾄﾓﾀﾞ ﾖｼｺ 愛知県 女性 1:56:57

53 308 中野 敏子 ﾅｶﾉ ﾄｼｺ 愛知県 女性 1:56:57

54 337 江口 郁子 ｴｸﾞﾁ ｲｸｺ 新潟県 女性 1:59:48

55 348 酒井 菜摘 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 新潟県 女性 2:04:05

56 349 服部 千尋 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾋﾛ 新潟県 男性 2:04:05

57 350 斉藤 理恵 ｻｲﾄｳ ﾘｴ 新潟県 女性 2:04:05

58 352 小林 沙帆 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾎ 新潟県 女性 2:04:05

59 320 多田 玲美 ﾀﾀﾞ ﾚﾐ 東京都 女性 2:24:18

60 321 多田 楼里花 ﾀﾀﾞ ﾛﾘｶ 東京都 女性 2:24:18

61 328 藤井 章 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾗ 長野県 男性 2:32;42

301 滝澤 宣子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 長野県 女性 DS


