
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 FINISH

令和4年11月27日七面昇龍ロングコース36km女子
氏名カナ 県名 第1関門 第2関門

7 髙村　貴子 04:48:331 ﾀｶﾑﾗ ﾀｶｺ 長野県 03:26:5101:31:47
504 石原　菜美 05:27:012 ｲｼﾊﾗ ﾅﾐ 千葉県 03:53:2501:46:45
566 松舘　香奈 05:38:193 ﾏﾂﾀﾃ ｶﾅ 東京都 04:01:5101:45:27
505 井上　紗希 05:39:434 ｲﾉｳｴ ｻｷ 山梨県 04:03:2301:46:42
556 丸山　有紀 05:49:365 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷ 長野県 04:12:0801:49:43
514 岡部　明子 05:51:556 ｵｶﾍﾞ ｱｷｺ 神奈川県 04:15:1301:50:25
559 山下　智子 05:52:027 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｺ 大阪府 04:19:3101:56:08
515 奥澤　優香 05:52:238 ｵｸｻﾜ ﾕｶ 埼玉県 04:16:0001:54:44
545 野田　舞子 05:55:209 ﾉﾀﾞ ﾏｲｺ 東京都 04:17:3201:53:17
10 大石　由美子 05:59:4310 ｵｵｲｼ ﾕﾐｺ 04:09:5401:45:01
561 横田　香織 06:00:5511 ﾖｺﾀ ｶｵﾘ 東京都 04:30:4002:00:08
522 木村　泰子 06:05:0612 ｷﾑﾗ ﾔｽｺ 東京都 04:24:5001:56:16
550 弘中　志保 06:08:5713 ﾋﾛﾅｶ ｼﾎ 埼玉県 04:23:0401:58:06
502 五十嵐　茜 06:12:4814 ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ 静岡県 04:31:4802:00:49
9 中園　まりあ 06:23:1715 ﾅｶｿﾞﾉ ﾏﾘｱ 04:41:4302:00:54

518 川嶋　早苗 06:26:3616 ｶﾜｼﾏ ｻﾅｴ 静岡県 04:39:2501:58:05
501 天野　みなみ 06:29:4217 ｱﾏﾉ ﾐﾅﾐ 埼玉県 04:46:2501:59:13
533 菅沼　まり子 06:32:3218 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾘｺ 静岡県 04:40:0701:59:46
534 菅原　優 06:32:4519 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 宮城県 04:45:4102:02:52
512 大塚　優 06:37:2320 ｵｵﾂｶ ﾕｳ 静岡県 04:48:5001:47:49
560 山本　恵美 06:40:1321 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐ 静岡県 04:48:2601:56:47
506 岩間　茜 06:41:1722 ｲﾜﾏ ｱｶﾈ 茨城県 04:53:4302:09:48
528 柴田　佳恵 06:47:4623 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｴ 東京都 04:51:1202:00:47
540 中島　真由美 06:47:5624 ﾅｶｼﾏ ﾏﾕﾐ 愛知県 04:52:0702:07:00
526 小山　由美 06:51:1625 ｺﾔﾏ ﾕﾐ 神奈川県 04:57:1402:02:49
547 秦　恭子 06:51:4026 ﾊﾀ ｷｮｳｺ 神奈川県 04:59:0702:11:18
563 鷲山　智子 06:57:2027 ﾜｼﾔﾏ ｻﾄｺ 静岡県 05:03:5002:07:32
553 松井　理恵 06:58:3928 ﾏﾂｲ ﾘｴ 千葉県 04:58:5502:04:35
519 川嶋　美青 07:01:5129 ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 東京都 05:02:2702:09:05
509 浦口　みちよ 07:04:3830 ｳﾗｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ 静岡県 05:08:3902:11:19
546 芳賀　直美 07:05:5231 ﾊｶﾞ ﾅｵﾐ 長野県 05:06:2702:07:09
562 横山　智子 07:05:5232 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｺ 神奈川県 05:08:4302:08:02
517 金谷　美穂 07:06:3733 ｶﾅﾔ ﾐﾎ 神奈川県 05:07:0102:09:42
555 松野　智子 07:08:4534 ﾏﾂﾉ ﾄﾓｺ 千葉県 05:16:0802:22:26
523 工藤　全美 07:10:2035 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾐ 神奈川県 05:15:4102:10:14
516 小尾　潔乃 07:18:0236 ｵﾋﾞ ｷﾖﾉ 神奈川県 05:17:3602:09:18
535 菅原　里奈 07:21:3937 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾅ 埼玉県 05:18:1702:19:28
543 西川　優子 07:23:5338 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｺ 滋賀県 05:17:5802:21:05
507 上杉　裕子 07:27:0339 ｳｴｽｷﾞ ﾋﾛｺ 静岡県 05:28:5802:15:48
510 遠藤　花菜子 07:30:4940 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 静岡県 05:24:0702:14:13
564 菊井　志保 07:31:0541 ｷｸｲ ｼﾎ 滋賀県 05:28:1702:20:47
544 糠谷　美智子 07:35:1842 ﾇｶﾔ ﾐﾁｺ 静岡県 05:20:1502:13:38
532 須賀　由紀子 07:38:0843 ｽｶﾞ ﾕｷｺ 神奈川県 05:36:1902:28:34
554 松永　紀子 07:38:4844 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾘｺ 静岡県 05:31:1202:13:06
525 小玉　通子 07:40:5245 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵｺ 静岡県 05:15:0502:11:09
538 柘　優美 07:42:1646 ﾂｹﾞ ﾕﾐ 埼玉県 05:27:0202:18:44
513 大沼　麻由子 07:43:5647 ｵｵﾇﾏ ﾏﾕｺ 東京都 05:38:5602:19:38
552 前原　彩花 07:47:0948 ﾏｴﾊﾗ ｱﾔｶ 東京都 05:36:0602:21:23
565 高　山 07:48:0749 ｺｳ ｻﾝ 東京都 05:33:0302:15:21
536 須山　洋子 07:48:4650 ｽﾔﾏ ﾖｳｺ 千葉県 05:36:0002:24:42
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529 地引　綾 07:53:0251 ｼﾞﾋﾞｷ ｱﾔ 茨城県 05:37:4602:15:53
511 大江　真紀子 07:53:1152 ｵｵｴ ﾏｷｺ 茨城県 05:37:2902:24:27
531 新恵　麻由美 07:56:4053 ｼﾝｴ ﾏﾕﾐ 東京都 05:37:1202:20:56
503 池上　美沙子 ｲｹｶﾞﾐ ﾐｻｺ 東京都DNF 06:08:5802:25:07
508 内はた　真美子 ｳﾁﾊﾀ ﾏﾐｺ 東京都DNF 02:15:38
520 河村　菜奈子 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅｺ 静岡県DNF 06:24:3402:28:12
521 北川　恭子 ｷﾀｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 静岡県DNF 06:05:5702:26:05
524 黒田　洋子 ｸﾛﾀﾞ ﾖｳｺ 富山県DNF 02:30:24
527 斉藤　有理 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ 千葉県DNF 02:35:12
549 日野原　三巳 ﾋﾉﾊﾗ ﾐﾂﾐ 山梨県DNF 02:30:04
551 藤原　みき ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｷ 山梨県DNF 06:18:1702:29:56
557 森田　祐子 ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ 埼玉県DNF 06:42:1002:13:32
558 山口　晴美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ 埼玉県DNF 02:30:27
530 清水　浅美 ｼﾐｽﾞ ｱｻﾐ 東京都DNS
537 田中　真紀 ﾀﾅｶ ﾏｷ 長野県DNS
539 冨安　妙照 ﾄﾐﾔｽ ﾐｮｳｼｮｳ 広島県DNS
541 仲西　洋子 ﾅｶﾆｼ ﾖｳｺ 東京都DNS
542 鍋島　雅美 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏｻﾐ 千葉県DNS
548 曳地　奈々 ﾋｷﾁ ﾅﾅ 東京都DNS
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