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START LIST 【21KM】　10/14　9：30～

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 氏名カナ 都道府県名 性別 タイム

1 064 Melvin Oluwagbemi ﾒﾙﾋﾞﾝ ｵﾙﾜｸﾞﾍﾞﾐ フランス 男性 2:24:35

2 029 江部 雅之 ｴﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 新潟県 男性 2:27:43

3 028 林田 勝裕 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 愛知県 男性 2:29:42

4 OGIWARA 荻原 健司 ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 長野県 男性 2:35:48

5 017 千賀 純次 ｾﾝｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 静岡県 男性 2:44:53

6 011 折笠 芳男 ｵﾘｶｻ ﾖｼｵ 埼玉県 男性 3:03:56

7 048 山田 徹 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 長野県 男性 3:12:39

8 055 稲垣 重信 ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 長野県 男性 3:14:23

9 058 齊藤 元希 ｻｲﾄｳ ﾓﾄｷ 長野県 男性 3:17:24

10 059 中條 泰勝 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾔｽﾏｻ 長野県 男性 3:18:19

11 006 井藤 稔 ｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 長野県 男性 3:19:27

12 034 下 志保子 ｼﾓ ｼﾎｺ 埼玉県 女性 3:25:09

12 062 木村 雅之 ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 群馬県 男性 3:25:09

14 004 半田 久雄 ﾊﾝﾀﾞ ﾋｻｵ 東京都 男性 3:25:19

15 001 服田 良元 ﾊｯﾀ ﾖｼﾕｷ 長野県 男性 3:25:41

16 024 山崎 理恵 ﾔﾏｻｷ ﾘｴ 大阪府 女性 3:25:59

17 035 小林 恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 長野県 女性 3:26:20

18 027 鷲見 徹 ｽﾐ ﾄｵﾙ 愛知県 男性 3:27:20

18 045 武藤 正昭 ﾑﾄｳ ﾏｻｱｷ 東京都 男性 3:27:20

20 054 山中 暁弘 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾋﾛ 愛知県 男性 3:27:51

21 025 田中 千里 ﾀﾅｶ ﾁｻﾄ 神奈川県 男性 3:30:16

22 051 星野 明久 ﾎｼﾉ ｱｷﾋｻ 群馬県 男性 3:30:56

23 022 横田 正信 ﾖｺﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 大阪府 男性 3:32:06

24 036 内川 麻実子 ｳﾁｶﾜ ﾏﾐｺ 東京都 女性 3:32:13

24 037 内川 宙志 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 東京都 男性 3:32:13

26 012 水野 博芳 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 男性 3:37:43

26 040 岡部 成子 ｵｶﾍﾞ ｼｹﾞｺ 新潟県 女性 3:37:43

28 038 亀田 友紀 ｶﾒﾀﾞ ﾕｷ 福井県 女性 3:39:18

29 047 浅川 浩 ｱｻｶﾜ ﾋﾛｼ 長野県 男性 3:39:18

30 057 加藤 雅之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛知県 男性 3:39:50

31 063 小柳 幸夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷｵ 新潟県 男性 3:40:17

32 044 大槻 桜子 ｵｵﾂｷ ｻｸﾗｺ 大阪府 女性 3:44:19

32 049 平岡 秀公 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾏｻ 東京都 男性 3:44:19

34 039 大野 泰代 ｵｵﾉ ﾔｽﾖ 新潟県 女性 3:45:58

35 030 速水 健一 ﾊﾔﾐ ｹﾝｲﾁ 愛知県 男性 3:47:12

36 056 武藤 友二 ﾑﾄｳ ﾕｳｼﾞ 愛知県 男性 3:48:14

37 020 井上 伸子 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞｺ 岐阜県 女性 3:48:28

38 009 近藤 正之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 静岡県 男性 3:49:05

39 016 長野 典子 ﾅｶﾞﾉ ﾉﾘｺ 岐阜県 女性 3:49:48

40 061 山崎 政子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｺ 長野県 女性 4:00:03

41 010 沖重 正夫 ｵｷｼｹﾞ ﾏｻｵ 神奈川県 男性 4:00:05

42 023 松村 悦男 ﾏﾂﾑﾗ ｴﾂｵ 大阪府 男性 4:01:04

43 046 藤井 京子 ﾌｼﾞｲ ｷｮｳｺ 長野県 女性 4:02:50

44 060 片桐 裕二 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 長野県 男性 4:03:33

45 014 濱田 枝未 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾐ 長野県 女性 4:05:16

45 015 濱田 一男 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 長野県 男性 4:05:16

47 050 山田 哲 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 長野県 男性 4:09:19

48 032 金山 夕子 ｶﾅﾔﾏ ﾕｳｺ 東京都 女性 4:09:50
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49 005 平野 隆一 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 男性 4:10:37

50 026 大澤 光一 ｵｵｻﾜ ｺｳｲﾁ 新潟県 男性 4:14:52

50 041 豊島 由香 ﾄﾖｼﾏ ﾕｶ 新潟県 女性 4:14:52

50 042 土佐 順子 ﾄｻ ｼﾞｭﾝｺ 新潟県 女性 4:14:52

53 031 金山 可奈 ｶﾅﾔﾏ ｶﾅ 東京都 女性 4:18:35

54 033 木下 幸子 ｷﾉｼﾀ ｻﾁｺ 東京都 女性 4:20:46

55 018 武藤 晴美 ﾑﾄｳ ﾊﾙﾐ 愛知県 女性 4:23:00

55 019 加藤 文義志 ｶﾄｳ ﾌﾐﾖｼ 愛知県 男性 4:23:00

57 002 関 夕加里 ｾｷ ﾕｶﾘ 長野県 女性 4:29:00

57 003 関 進二 ｾｷ ｼﾝｼﾞ 長野県 男性 4:29:00

59 052 宮本 まゆみ ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕﾐ 長野県 女性 4:29:45

59 053 宮本 英之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県 男性 4:29:45

61 013 大佛 一馬 ｵｻﾗｷﾞ ｶｽﾞﾏ 長野県 男性 4:32:53

62 007 比留川 聡 ﾋﾙｶﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 男性 4:46:48

62 008 末岡 めぐみ ｽｴｵｶ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 女性 4:46:48

021 大森 洋子 ｵｵﾓﾘ ﾖｳｺ 大阪府 女性 DS
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START LIST 【12.5KM】　10/14　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

1 103 中村 和夫 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ 長野県 男性 1:51:42

2 104 加納 延康 ｶﾉｳ ﾉﾌﾞﾔｽ 愛知県 男性 1:53:35

3 171 五十嵐 賢司 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 群馬県 男性 1:55:38

4 150 衞藤 麻子 ｴﾄｳ ｱｻｺ 東京都 女性 1:56:14

5 121 田中 美和子 ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 東京都 女性 1:56:15

6 123 福島 綾子 ﾌｸｼﾏ ｱﾔｺ 東京都 女性 1:56:29

7 166 小田切 賢一 ｵﾀｷﾞﾘ ｹﾝｲﾁ 長野県 男性 1:57:10

8 163 清水 明子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 長野県 女性 1:57:36

9 105 亀岡 寛 ｶﾒｵｶ ﾋﾛｼ 長野県 男性 1:58:55

10 114 西村 康治 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾊﾙ 東京都 男性 2:00:33

11 170 大本 奈緒美 ｵｵﾓﾄ ﾅｵﾐ 群馬県 女性 2:04:28

12 124 根本 満寿美 ﾈﾓﾄ ﾏｽﾐ 東京都 女性 2:04:43

13 111 皆川 和夫 ﾐﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 福島県 男性 2:05:59

13 116 杉浦 克則 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾂﾉﾘ 愛知県 男性 2:05:59

15 107 有川 司郎 ｱﾘｶﾜ ｼﾛｳ 神奈川県 男性 2:06:05

16 157 諸橋 勝 ﾓﾛﾊｼ ﾏｻﾙ 新潟県 男性 2:07:22

17 108 渋澤 林蔵 ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾝｿﾞｳ 長野県 男性 2:08:37

18 164 中山 志保 ﾅｶﾔﾏ ｼﾎ 千葉県 女性 2:11:21

19 113 塩崎 早苗 ｼｵｻﾞｷ ｻﾅｴ 東京都 女性 2:11:41

20 172 小池 俊弘 ｺｲｹ ﾄｼﾋﾛ 群馬県 男性 2:13:10

21 115 高橋 弘和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 新潟県 男性 2:17:22

21 156 石田 千鶴子 ｲｼﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ 新潟県 女性 2:17:22

21 158 江口 英夫 ｴｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 男性 2:17:22

24 118 石黒 和美 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾐ 東京都 女性 2:18:24

25 154 高橋 和子 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｺ 東京都 女性 2:18:26

26 120 大槻 麻規子 ｵｵﾂｷ ﾏｷｺ 東京都 女性 2:18:29

26 149 中村 三紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ 東京都 女性 2:18:29

28 117 新里 るり ﾆｯｻﾄ ﾙﾘ 東京都 女性 2:18:40

28 122 澤田 和恵 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｴ 東京都 女性 2:18:40

28 125 鈴置 和子 ｽｽﾞｵｷ ｶｽﾞｺ 東京都 女性 2:18:40

28 126 田村 民子 ﾀﾑﾗ ﾀﾐｺ 東京都 女性 2:18:40

28 128 小林 幸子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 東京都 女性 2:18:40

28 129 藤岡 泰子 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽｺ 東京都 女性 2:18:40

34 174 西澤 裕恵 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｴ 群馬県 女性 2:19:06

35 167 丸島 秀明 ﾏﾙｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 男性 2:20:12

36 127 浅野 幸子 ｱｻﾉ ｻﾁｺ 東京都 女性 2:21:33

37 168 小野沢 聡美 ｵﾉｻﾞﾜ ｻﾄﾐ 長野県 女性 2:22:18

37 169 西條 三香 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾐｶ 長野県 女性 2:22:18

39 137 深澤 朋子 ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｺ 新潟県 女性 2:22:30

40 135 村木 昌代 ﾑﾗｷ ﾏｻﾖ 新潟県 女性 2:22:52

41 139 市川 正明 ｲﾁｶﾜ ﾏｻｱｷ 千葉県 男性 2:23:13

42 162 鍋谷 潤子 ﾅﾍﾞﾔ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 女性 2:23:14

43 161 鍋谷 照子 ﾅｹﾞﾔ ﾃﾙｺ 千葉県 女性 2:23:39

44 153 亀田 冨久子 ｶﾒﾀﾞ ﾌｸｺ 東京都 女性 2:25:07

45 175 川瀬 潤一 ｶﾜｾ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県 男性 2:26:05

45 130 小泉 カツヱ ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂｴ 東京都 女性 2:29:05

47 133 中村 一義 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 新潟県 男性 2:30:23

48 146 小林 伯子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ 長野県 女性 2:30:42
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49 132 阿部 晶子 ｱﾍﾞ ｱｷｺ 新潟県 女性 2:32:26

50 136 小林 栄子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｺ 新潟県 女性 2:32:38

51 112 岡村 恵子 ｵｶﾑﾗ ｹｲｺ 長野県 女性 2:33:00

52 109 上林 由美子 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 大阪府 女性 2:33:56

52 110 小荒 さち子 ｺｱﾗ ｻﾁｺ 京都府 女性 2:33:56

54 119 石黒 成彬 ｲｼｸﾞﾛ ﾅﾘｱｷ 東京都 男性 2:34:09

55 151 千葉 芳実 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾐ 埼玉県 女性 2:41:28

55 152 千葉 和幸 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 男性 2:41:28

57 101 佐藤　恵美子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ 愛知県 女性 2:44:23

57 159 吉村 信香 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾌﾞｶ 長野県 女性 2:44:23

57 160 松本 晃欣 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾖｼ 長野県 男性 2:44:23

60 102 佐藤　賢一郎 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 男性 2:44:55

61 140 関原 綾 ｾｷﾊﾗ ｱﾔ 新潟県 女性 2:51:42

62 143 斎藤 理恵 ｻｲﾄｳ ﾘｴ 新潟県 女性 2:51:59

62 144 服部 千尋 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾋﾛ 新潟県 女性 2:51:59

62 145 相澤 周 ｱｲｻﾞﾜ ｼｭｳ 新潟県 男性 2:51:59

62 147 田中 菜摘 ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 新潟県 女性 2:51:59

62 148 田中 一 ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 新潟県 男性 2:51:59

62 165 星川 百合子 ﾎｼｶﾜ ﾕﾘｺ 新潟県 女性 2:51:59

68 134 曽根 かね ｿﾈ ｶﾈ 新潟県 女性 3:12:11

68 138 宮島 幸子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾁｺ 新潟県 女性 3:12:11

106 山崎 美佐子 ﾔﾏｻｷ ﾐｻｺ 長野県 女性 DS

141 山岸 秋美 ﾔﾏｷﾞｼﾞ ｱｷﾐ 長野県 女性 DS

142 関谷 冬美 ｾｷﾔ ﾌﾕﾐ 東京都 女性 DS

155 千野 美奈 ﾁﾉ ﾐﾅ 長野県 女性 DS

173 南 彩子 ﾐﾅﾐ ｻｲｺ 群馬県 女性 DS
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START LIST 【8KM】　10/14　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

1 228 尾崎 雄一 ｵｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 長野県 男性 1:18:20

2 246 中村 信光 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾐﾂ 長野県 男性 1:18:39

3 227 福澤　敏 ﾌｸｻﾞﾜ　ｻﾄｼ 長野県 男性 1:19:37

4 250 吉池 玉枝 ﾖｼｲｹ ﾀﾏｴ 長野県 女性 1:20:41

5 210 嶋川 雅子 ｼﾏｶﾜ ﾏｻｺ 兵庫県 女性 1:20:42

6 219 中村 長一 ﾅｶﾑﾗ ﾁｮｳｲﾁ 長野県 男性 1:20:59

7 203 福島 みどり ﾌｸｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 女性 1:21:49

8 218 和田 正知子 ﾜﾀﾞ ﾏﾁｺ 長野県 女性 1:22:18

9 214 土井 結実 ﾄﾞｲ ﾕﾐ 滋賀県 女性 1:22:40

9 209 松本 由美 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾐ 大阪府 女性 1:23:40

11 131 飯塚 睦子 ｲｲｽﾞｶ ﾑﾂｺ 新潟県 女性 1:25:54

12 234 渥美 久美子 ｱﾂﾐ ｸﾐｺ 長野県 女性 1:26:25

12 237 徳武 啓子 ﾄｸﾀｹ ｹｲｺ 長野県 女性 1:26:25

14 245 佐々木 恵子 ｻｻｷ ｹｲｺ 長野県 女性 1:26:41

15 256 小池 三和子 ｺｲｹ ﾐﾜｺ 群馬県 女性 1:28:40

15 257 山勝 裕子 ﾔﾏｶﾂ ﾕｳｺ 群馬県 女性 1:28:40

17 230 飯塚 峻吾 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｺﾞ 長野県 男性 1:30:18

17 231 飯塚 和幸 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ 長野県 男性 1:30:18

19 215 土井 易 ﾄﾞｲ ﾔｽｼ 滋賀県 男性 1:30:22

20 217 篠原 一雄 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｵ 長野県 男性 1:33:58

20 235 渥美 信夫 ｱﾂﾐ ﾉﾌﾞｵ 長野県 男性 1:33:58

22 204 安達 文 ｱﾀﾞﾁ ｱﾔ 東京都 女性 1:35:45

23 221 岩井 真里子 ｲﾜｲ ﾏﾘｺ 長野県 女性 1:37:35

24 233 目須田 京子 ﾒｽﾀﾞ ｷｮｳｺ 長野県 女性 1:37:43

25 207 滝澤 好美 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 長野県 女性 1:37:56

25 208 滝澤 義之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 長野県 男性 1:37:56

27 213 木村 けい子 ｷﾑﾗ ｹｲｺ 東京都 女性 1:40:18

28 247 布施 洋 ﾌｾ ﾋﾛｼ 新潟県 男性 1:40:44

28 249 布施 咲里 ﾌｾ ｻﾘ 新潟県 女性 1:40:44

30 225 左右田 直子 ｿｳﾀﾞ ﾅｵｺ 長野県 女性 1:40:47

30 248 布施 和代 ﾌｾ ｶｽﾞﾖ 新潟県 女性 1:40:47

32 220 谷口 悦子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｴﾂｺ 大阪府 女性 1:41:04

33 222 土屋 順子 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｺ 長野県 女性 1:41:40

33 223 田中 克明 ﾀﾅｶ ｶﾂｱｷ 長野県 男性 1:41:40

35 259 橋本 裕子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｺ 長野県 女性 1:42:02

35 260 小田切 泰江 ｵﾀｷﾞﾘ ﾔｽｴ 長野県 女性 1:42:02

37 224 中島 直子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵｺ 長野県 女性 1:46:00

37 236 山田 時子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｷｺ 長野県 女性 1:46:00

39 205 山田 正光 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 長野県 男性 1:46:43

39 206 山田 美恵子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｴｺ 長野県 女性 1:46:43

41 254 後藤 純子 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 長野県 女性 1:50:52

41 258 関谷 しおみ ｾｷﾔ ｼｵﾐ 長野県 女性 1:50:52

43 226 山崎 道子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁｺ 新潟県 女性 1:51:01

44 232 朝日 都子 ｱｻﾋ ﾐﾔｺ 長野県 女性 1:51:04

45 201 丸田 清勝 ﾏﾙﾀ ｷﾖｶﾂ 富山県 男性 1:51:36

45 202 丸田 昌代 ﾏﾙﾀ ﾏｻﾖ 富山県 女性 1:51:36

47 239 土信田 英子 ﾄｼﾀﾞ ｴｲｺ 長野県 女性 1:54:19

47 240 土信田 隆志 ﾄｼﾀﾞ ﾀｶｼ 長野県 男性 1:54:19
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49 243 松崎 清作 ﾏﾂｻﾞｷ ｾｲｻｸ 新潟県 男性 1:54:30

49 244 星野 直浩 ﾎｼﾉ ﾅｵﾋﾛ 新潟県 男性 1:54:30

51 251 風間 冨沙子 ｶｻﾞﾏ ﾌｻｺ 長野県 女性 2:00:54

51 252 花石 美矢子 ﾊﾅｲｼ ﾐﾔｺ 長野県 女性 2:00:54

51 255 中村 恵理子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｺ 長野県 女性 2:00:54

54 242 長藤 眞弓 ﾅｶﾞﾄｳ ﾏﾕﾐ 新潟県 女性 2:03:57

55 238 上原 和子 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｺ 新潟県 女性 2:04:02

55 241 大島 利津子 ｵｵｼﾏ ﾘﾂｺ 新潟県 女性 2:04:02

57 216 水野 かおり ﾐｽﾞﾉ ｶｵﾘ 愛知県 女性 2:04:05

57 229 松田 玲子 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｺ 愛知県 女性 2:04:05

211 羽田 智則 ﾊﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 新潟県 男性 DS

212 羽田 博子 ﾊﾀﾞ ﾋﾛｺ 新潟県 女性 DS

253 仲俣 かおり ﾅｶﾏﾀ ｶｵﾘ 長野県 女性 DS
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START LIST 【5.5KM】　10/14　9：45～

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 氏名カナ 都道府県名 性別 タイム

1 318 小林 佳子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ 群馬県 女性 1:01:07

2 310 諸橋 美智子 ﾓﾛﾊｼ ﾐﾁｺ 新潟県 女性 1:09:51

3 319 吉田 規矩子 ﾖｼﾀﾞ ｷｸｺ 群馬県 女性 1:10:23

4 306 松橋 良男 ﾏﾂﾊｼ ﾖｼｵ 長野県 男性 1:14:31

5 309 猪井 シズイ ｲﾉｲ ｼｽﾞｲ 新潟県 女性 1:14:39

6 311 渡辺 喜美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｺ 新潟県 女性 1:17:18

7 308 土田 妙子 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｴｺ 新潟県 女性 1:17:24

8 317 豊田 ひとみ ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 女性 1:17:25

9 315 柳澤 幹子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｺ 長野県 女性 1:22:22

10 307 江口 郁子 ｴｸﾞﾁ ｲｸｺ 新潟県 女性 1:22:29

10 312 高橋 武士 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 新潟県 男性 1:24:49

12 301 滝澤 宣子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 長野県 女性 1:25:15

12 314 中村 ミチ子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 長野県 女性 1:25:15

14 313 風間 勝雄 ｶｻﾞﾏ ｶﾂｵ 長野県 男性 1:26:37

15 320 矢代 享子 ﾔｼﾛ ｷｮｳｺ 群馬県 女性 1:26:38

16 302 伊藤 詩子 ｲﾄｳ ｳﾀｺ 群馬県 女性 1:29:26

16 303 伊藤 絹子 ｲﾄｳ ｷﾇｺ 群馬県 女性 1:29:26

16 304 伊藤 由記 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 男性 1:29:26

16 305 伊藤 桃子 ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 東京都 女性 1:29:26

316 荒井 香 ｱﾗｲ ｶｵﾘ 宮城県 女性 DS


