
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 FINISH

令和元年12月1日ショート13km発心コース女子
氏名カナ 県名 1周通過 2周通過

1071 吉住　友里 01:19:541 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕﾘ 山梨県

9 福田　恵里佳 01:24:412 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｶ 山梨県

1011 井上　海埜哩 01:29:223 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 静岡県

8 上野　朋子 01:32:104 ｳｴﾉ ﾄﾓｺ

1044 寺尾　美鈴 01:34:125 ﾃﾗｵ ﾐｽｽﾞ 東京都

1053 平野　弘美 01:34:586 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾐ 静岡県

1017 影山　ユカ 01:38:127 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｶ 静岡県

1008 板橋　黎華 01:40:598 ｲﾀﾊﾞｼ ﾚｲｶ 茨城県

1065 山田　摩耶子 01:41:219 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔｺ 静岡県

1023 小玉　通子 01:41:2410 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵｺ 静岡県

1063 山路　理恵 01:42:1511 ﾔﾏｼﾞ ﾘｴ 山梨県

1070 渡邊　弓花 01:42:4612 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｶ 山梨県

1043 築舘　千枝 01:44:2413 ﾂｷﾀﾞﾃ ﾁｴ 長野県

1052 日吉　彩希 01:45:3714 ﾋﾖｼ ｱｷ 静岡県

1033 新屋　美和 01:46:0015 ｼﾝﾔ ﾐﾜ 静岡県

1037 高島　愛理 01:50:2316 ﾀｶｼﾏ ｱｲﾘ 山梨県

1030 清水　かづ美 01:51:5617 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾞﾐ 静岡県

1057 堀内　文枝 01:53:0918 ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐｴ 山梨県

1066 山本　みどり 01:53:1919 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 静岡県

1005 雨宮　凪咲 01:53:3920 ｱﾒﾐﾔ ﾅｷﾞｻ 山梨県

1004 雨宮　直子 01:56:0721 ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｺ 山梨県

1003 安瀬　裕子 01:56:2522 ｱｾﾞ ﾋﾛｺ 東京都

1007 石川　美樹 01:56:2723 ｲｼｶﾜ ﾐｷ 神奈川県

1047 楢崎　寿子 01:57:3524 ﾅﾗｻｷ ﾋｻｺ 東京都

1002 阿久津　孝子 01:59:2025 ｱｸﾂ ﾀｶｺ 東京都

1059 町田　香世子 01:59:4526 ﾏﾁﾀﾞ ｶﾖｺ 山梨県

1006 池田　美加子 02:00:2827 ｲｹﾀﾞ ﾐｶｺ 福島県

1029 志田　希 02:01:1528 ｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 静岡県

1058 前川　絢子 02:01:5629 ﾏｴｶﾜ ｱﾔｺ 東京都

1055 藤原　みき 02:02:0030 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 山梨県

1046 長尾　りえ 02:03:0031 ﾅｶﾞｵ ﾘｴ 東京都

1013 遠藤　花菜子 02:03:0232 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 静岡県

1014 岡崎　祐子 02:03:3733 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｺ 神奈川県

1020 北川　恭子 02:04:3834 ｷﾀｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 静岡県

1018 川口　紗恵子 02:04:4535 ｶﾜｸﾞﾁ ｻｴｺ 静岡県

1061 丸山　道代 02:04:5136 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾁﾖ 山梨県

1062 矢ケ崎　三枝 02:05:0637 ﾔｶﾞｻｷ ﾐｴ 山梨県

1012 岩田　茂巳 02:05:4338 ｲﾜﾀ ｼｹﾞﾐ 静岡県

1015 興津　陽子 02:06:5639 ｵｷﾂ ﾖｳｺ 埼玉県

1049 萩原　香奈恵 02:08:0440 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾅｴ 山梨県

1001 赤羽　思保 02:08:0541 ｱｶﾊﾞ ｼﾎ 山梨県

1025 笹倉　知子 02:08:5642 ｻｻｸﾗ ﾄﾓｺ 千葉県

1064 山田　和子 02:09:1243 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｺ 山梨県

1009 市川　加奈子 02:09:4044 ｲﾁｶﾜ ｶﾅｺ 静岡県

1021 木村　幸子 02:10:3845 ｷﾑﾗ ﾕｷｺ 埼玉県

1016 小野　カツ子 02:14:1546 ｵﾉ ｶﾂｺ 福島県

1067 吉永　さゆり 02:18:4147 ﾖｼﾅｶﾞ ｻﾕﾘ 神奈川県

1026 佐藤　知美 02:23:2948 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 千葉県

1068 鷲田　三奈子 02:24:1249 ﾜｼﾀﾞ ﾐﾅｺ 山梨県

1048 野毛　かおる 02:24:2050 ﾉｹﾞ ｶｵﾙ 静岡県
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1010 伊藤　めぐみ 02:24:3151 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 茨城県

1036 須原　加奈子 02:35:0752 ｽﾊﾗ ｶﾅｺ 山梨県

1022 桑原　享子 02:36:2453 ｸﾜﾊﾞﾗ ｷｮｳｺ 山梨県

1069 渡辺　美緒 02:36:2454 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ 山梨県

1038 高野　敬子 02:39:2155 ﾀｶﾉ ｹｲｺ 静岡県

1024 櫻井　由美子 02:40:3456 ｻｸﾗｲ ﾕﾐｺ 静岡県

1054 藤田　令子 02:40:3557 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲｺ 静岡県

1040 高橋　美奈子 02:44:2758 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｺ 東京都

1031 下藤　佳代 02:52:1659 ｼﾓﾌｼﾞ ｶﾖ 静岡県

1045 戸栗　玲子 02:55:1560 ﾄｸﾞﾘ ﾚｲｺ 山梨県

1042 田口　真奈美 03:00:1861 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 神奈川県

1050 早川　博子 03:07:4062 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｺ 静岡県

1035 鈴木　美根 03:07:4063 ｽｽﾞｷ ﾐﾈ 静岡県

1027 佐藤　満里美 03:07:4064 ｻﾄｳ ﾏﾘﾐ 静岡県

1032 白井　直子 ｼﾗｲ ﾅｵｺ 静岡県DNF
1056 星谷　奈央子 ﾎｼﾔ ﾅｵｺ 東京都DNF
1019 吉瀬　理恵 ｷｾ ﾘｴ 神奈川県DNS
1028 佐藤　美伸 ｻﾄｳ ﾐﾉﾌﾞ 長野県DNS
1034 鈴木　千夏 ｽｽﾞｷ ﾁﾅﾂ 静岡県DNS
1039 高橋　佳代子 ﾀｶﾊｼ ｶﾖｺ 神奈川県DNS
1041 高橋　有希 ﾀｶﾊｼ ﾕｷ 静岡県DNS
1051 林　和代 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾖ 静岡県DNS
1060 松野　美佳 ﾏﾂﾉ ﾐｶ 山梨県DNS
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