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みしま西山連峰登山ﾏﾗｿﾝ大会実行委員会
長岡市三島体育ｾﾝﾀｰ体育場

レース別　成績一覧

8 11km一般女子
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1307 0:52:31 栗林 友子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ ﾁｰﾑ∞6 長岡市
2 1325 0:59:38 野口 明子 ﾉｸﾞﾁ ｱｷｺ あゆこうﾁｰﾑ 長岡市
3 1336 1:01:50 矢島 雅代 ﾔｼﾞﾏ  ﾏｻﾖ ﾁｰﾑﾐﾝﾄ 三島郡出雲崎町
4 1331 1:02:29 広瀬 佳苗 ﾋﾛｾ ｶﾅｴ - 長岡市
5 1314 1:03:06 佐藤 真理加 ｻﾄｳ  ﾏﾘｶ ﾁｰﾑﾐﾝﾄ 三島郡出雲崎町
6 1343 1:03:20 渡邊 香織 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶｵﾙ - 長岡市
7 1323 1:04:03 二宮 優子 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｺ - 新潟市秋葉区
8 1302 1:07:52 荒井 恵子 ｱﾗｲ ｹｲｺ ﾁｰﾑﾐﾝﾄ 三島郡出雲崎町
9 1322 1:08:35 難波 祐希 ﾅﾝﾊﾞ  ﾕｷ - 三条市

10 1305 1:09:15 椛澤 陽子 ｶﾊﾞｻﾜ  ﾖｳｺ - 新潟市西区
11 1330 1:09:31 広瀬 恵理 ﾋﾛｾ ｴﾘ - 長岡市
12 1319 1:11:17 関根 尚子 ｾｷﾈ  ﾅｵｺ - 長岡市
13 1332 1:12:23 廣瀬 晴美 ﾋﾛｾ  ﾊﾙﾐ - 長岡市
14 1328 1:13:05 一津谷 珠代 ﾋﾄﾂﾔ  ﾀﾏﾖ - 小千谷市
15 1337 1:13:17 山田 夢子 ﾔﾏﾀﾞ  ﾕﾒｺ - 柏崎市
16 1309 1:13:37 郷 智明 ｺﾞｳ ﾁｱｷ - 長岡市
17 1318 1:15:31 関 由麻 ｾｷ  ﾕﾏ - 群馬県前橋市
18 1341 1:15:36 和田 恵 ﾜﾀﾞ  ﾒｸﾞﾐ - 新潟市中央区
19 1344 1:16:59 渡邉 千春 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾁﾊﾙ - 阿賀野市
20 1338 1:18:00 横坂 美智子 ﾖｺｻｶ ﾐﾁｺ - 長岡市
21 1335 1:19:02 丸山 礼子 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｺ - 長岡市
22 1301 1:21:07 秋野 恵子 ｱｷﾉ  ｹｲｺ - 新潟市中央区
23 1317 1:22:08 山後 奈美子 ｻﾝｺﾞ  ﾅﾐｺ - 長岡市
24 1329 1:23:19 廣川 恭子 ﾋﾛｶﾜ  ｷｮｳｺ - 長岡市
25 1327 1:25:13 長谷川 陽子 ﾊｾｶﾞﾜ  ﾖｳｺ - 燕市
26 1333 1:27:51 船見 雅恵 ﾌﾅﾐ ﾏｻｴ K-ism 長岡市
27 1321 1:29:07 永井 恵子 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ - 長岡市
28 1339 1:29:42 吉沢 裕美 ﾖｼｻﾞﾜ  ﾋﾛﾐ - 長岡市
29 1313 1:30:27 近藤 志津子 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾂﾞｺ - 新潟市東区
30 1310 1:31:57 郷 裕美子 ｺﾞｳ ﾕﾐｺ - 長岡市
31 1308 1:32:40 小池 絵理 ｺｲｹ  ｴﾘ ヴｧｰﾃｯｸｽ 長岡市
32 1311 1:33:08 小林 直子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｺ ﾁｰﾑﾐﾝﾄ 長岡市
33 1315 1:34:30 佐藤 由美子 ｻﾄｳ  ﾕﾐｺ - 長岡市
34 1340 1:41:34 LE THI GIANG HUONGﾚ･ﾃｨ ｼﾞｬﾝ･ﾌｵﾝ 事業創造大学院大学新潟市中央区
35 1304 1:44:35 金泉 まゆみ ｶﾅｲｽﾞﾐ  ﾏﾕﾐ 出中60会 三島郡出雲崎町
36 1324 1:45:27 丹路 良美 ﾆﾛ ﾖｼﾐ - 長岡市


