
信越五岳トレイルランニングレース2010 大会結果（女子）

ゼッケン 氏名漢字 氏名カナ 所属(チーム・学校) 記録順位 備考

501 クリッシー・モール ｸﾘｯｼｰ ﾓｰﾙ 13:31:091

547 小川 比登美 ｵｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ ＶＡＳＱＵＥ 14:08:002

578 小林 知美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 14:18:113

502 鈴木 潤子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ Team Adventure Divas 14:29:174

503 上宮 逸子 ｳｴﾐﾔ ｲﾂｺ 仙台明走会 14:32:355

559 松井 一葉 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾊ Ｍ＠平塚 15:28:556

551 岡 さゆり ｵｶ ｻﾕﾘ 15:55:587

513 松浦 真由美 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾕﾐ 白岡夜人走遊会 16:25:408

504 瀬尾 暢香 ｾｵ ﾉﾌﾞｶ 16:37:579

506 長谷川 麻衣 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ 三菱重工食品 17:28:4210

505 関口 裕子 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 17:35:4711

585 梅田 ちほ ｳﾒﾀﾞ ﾁﾎ 18:05:2312

566 伊藤 真弓 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 18:12:2113

550 大澤 貴子 ｵｵｻﾜ ﾀｶｺ ＰＲＯ－Ｋ 18:12:2214

517 嶌峰 由美子 ｼﾏﾐﾈ ﾕﾐｺ からっぽクラブ 18:17:3715

534 青木 眞美 ｱｵｷ ﾏﾐ 武蔵ウルトラ 18:55:5216

540 松田 玲子 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｺ 風忍 19:20:2717

536 森谷 明代 ﾓﾘﾔ ｱｷﾖ 19:22:2218

549 青崎 涼子 ｱｵｻｷ ﾘｮｳｺ 19:36:4919

528 奈良 佳代子 ﾅﾗ ｶﾖｺ チーム　ディバズ 19:38:3020

553 中橋 麻理 ﾅｶﾊｼ ﾏﾘ 19:51:4321

537 須藤 吉仕子 ｽﾄｳ ｷｼｺ アルパイン鹿沢 20:08:1722

514 今岡 麻記 ｲﾏｵｶ ﾏｷ 20:08:3023

527 鹿熊 玲子 ｶｸﾏ ﾚｲｺ チームディバズ 20:12:1924

532 松元 恭子 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ Team　LOHAS 20:15:1125

509 佐々木 新子 ｻｻｷ ｼﾝｺ 20:38:3826

533 森口 さつき ﾓﾘｸﾞﾁ ｻﾂｷ 明走会 20:42:0227

516 枳穀 尚美 ｷｺｸ ﾅｵﾐ 20:49:3228

574 渡辺 順子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 円海山を走る会 20:50:3129

523 横井 ミエ ﾖｺｲ ﾐｴ 20:54:2130

531 中村 真由美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ 20:57:1531

569 岸 景子 ｷｼ ｹｲｺ Run Field 20:57:4832

561 川口 浩美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ チーム薄波 21:02:3733

564 白岩 久美 ｼﾗｲﾜ ｸﾐ 21:03:1034
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562 谷口 かこ ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｺ チーム　ディバス 21:04:0835

581 松木 かよ子 ﾏﾂｷ ｶﾖｺ 21:13:3436

519 丸山 一江 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｴ 鏑木乙女塾 21:16:5237

538 稲葉 貴子 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｺ 日医ジョガーズ 21:18:4138

512 菅嶋 聡子 ｽｶﾞｼﾞﾏ ｻﾄｺ ピヨトレ隊 21:21:1939

511 伊達 京子 ﾀﾞﾃ ｷｮｳｺ 21:22:2840

558 松田 陽子 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳｺ 鏑木乙女塾 21:27:1541

515 北里 陽子 ｷﾀｻﾞﾄ ﾖｳｺ 21:31:0042

524 山本 理恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ 21:39:0743

508 藤島 由佳 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｶ ピヨトレ隊 21:39:5344

565 中澤 裕子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｺ ＨＴＲＣ 21:40:3445

544 簗瀬 智美 ﾔﾅｾ ﾄﾓﾐ 21:41:4446

583 福田 麻衣子 ﾌｸﾀﾞ ﾏｲｺ 21:45:0647

555 春田 亜希子 ﾊﾙﾀ ｱｷｺ チーム薄皮 21:47:1648

584 小瀧 友子 ｺﾀｷ ﾄﾓｺ 21:47:2349

529 野口 有美 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾐ 21:47:2850

542 蓮見 雅子 ﾊｽﾐ ﾏｻｺ ＳＷＡＣ 21:47:4151

579 嶋田 まり子 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 21:47:5252

571 三富 彩子 ﾐﾄﾐ ｻｲｺ ＨＴＲＣ 21:48:1753

548 高橋 久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 21:48:2754

539 清水 由美子 ｼﾐｽﾞ ﾕﾐｺ 21:49:2555

526 今井 美智代 ｲﾏｲ ﾐﾁﾖ 21:51:2256

507 小田切 かおり ｵﾀｷﾞﾘ ｶｵﾘ 甘党ランナーズ 21:53:2457

522 斉藤 有理 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ 21:54:1958

580 三好 礼子 ﾐﾖｼ ﾚｲｺ チームスガワラファム 21:58:3659

518 安部 恵美 ｱﾍﾞ ｴﾐ- - DNF（第4区間)

535 原 麻生子 ﾊﾗ ﾏｷｺ ＡＴＣ- - DNF（第4区間)

545 千葉 美穂 ﾁﾊﾞ ﾐﾎ- - DNF（第4区間)

557 畑 民子 ﾊﾀ ﾀﾐｺ らんのーと- - DNF（第4区間)

577 松本 彩子 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｺ- - DNF（第4区間)

510 河野 昌子 ｺｳﾉ ﾏｻｺ 加波一族- - DNF（第3区間)

521 丸山 恵美 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾐ- - DNF（第3区間)

530 千葉 織江 ﾁﾊﾞ ｵﾘｴ チームソコソコ- - DNF（第3区間)

541 高西 弘美 ﾀｶﾆｼ ﾋﾛﾐ- - DNF（第3区間)

546 鈴木 真由美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ チームハトスズ- - DNF（第3区間)

552 長田 多美 ｵｻﾀﾞ ﾀﾐ バンバンクラブ- - DNF（第3区間)
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560 片山 由美子 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾐｺ- - DNF（第3区間)

563 菅原 智恵 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｴ- - DNF（第3区間)

567 宇都宮 美保 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐﾎ- - DNF（第3区間)

568 佐伯 紀和 ｻｲｷ ｷﾜ マラソン完走Ｃ- - DNF（第3区間)

573 小松崎 由紀 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾕｷ TEAM松永- - DNF（第3区間)

576 土田 相子 ﾂﾁﾀﾞ ｱｲｺ- - DNF（第3区間)

525 山形 純子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ ｓｕｐｅｒＧ- - DNF（第2区間)

556 長谷川 昌美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾐ- - DNF（第2区間)

570 永見 由美子 ﾅｶﾞﾐ ﾕﾐｺ Harriers- - DNF（第2区間)

575 茂木 一美 ﾓｷﾞ ｶﾞｽﾞﾐ 中央林間病院- - DNF（第2区間)

520 川崎 恵子 ｶﾜｻｷ ｹｲｺ 樂走組- - DNF（第1区間)

572 阿部 純子 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ- - DNF（第1区間)

582 上田 令美 ｳｴﾀﾞ ﾄｼﾐ ATOM- - DNS

543 千葉 恵子 ﾁﾊﾞ ｹｲｺ チーム薄皮- - DNS

554 貝畑 和子 ｶｲﾊﾀ ｶｽﾞｺ 東雲爆走隊- - DNS
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