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B.女子ﾊｰﾌ 40歳未満の部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 945 南波　直美 ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵﾐ 上田市 上田市 1時間28分28秒
2 939 清水　愛 ｼﾐｽﾞ ｱｲ 長野市 フレックスＲＣ 1時間31分25秒
3 934 中村　恵 ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 埼玉県 1時間35分01秒
4 936 太齊　光枝 ﾀｻｲ ﾐﾂｴ 埼玉県 1時間36分14秒
5 913 星野　緑 ﾎｼﾉ ﾐﾄﾞﾘ 群馬県 1時間36分36秒
6 931 大渕　真波 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾅﾐ 埼玉県 エスビー 1時間37分25秒

7 959 中村　早 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 奈良県 奈良女子大学 1時間37分53秒

8 941 丸山　さやか ﾏﾙﾔﾏ ｻﾔｶ 小諸市 1時間38分52秒

9 930 鈴木　希実 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 愛知県 1時間39分05秒

10 917 京極　美穂 ｷｮｳｺﾞｸ ﾐﾎ 神奈川県 1時間40分15秒

11 946 浅田　志帆 ｱｻﾀﾞ ｼﾎ 松本市 1時間43分11秒

12 963 追分　千春 ｵｲﾜｹ ﾁﾊﾙ 上田市 1時間47分32秒

13 927 伊藤　昌子 ｲﾄｳ ﾏｻｺ 小川村 篠ノ井ＲＣ 1時間47分42秒

14 947 中田　美穂 ﾅｶﾀ ﾐﾎ 神奈川県 1時間49分10秒

15 919 森田　純子 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 大阪陸協 1時間49分49秒

16 907 大澤　夏希 ｵｵｻﾜ ﾅﾂｷ 長野市 1時間50分08秒

17 937 小西　菜穂 ｺﾆｼ ﾅｵ 千葉県 ねばぎば走友会 1時間50分54秒

18 901 中村　敬子 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 上田市 ｸﾚｽM 1時間52分28秒

19 902 門脇　朋子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄﾓｺ 上田市 門脇ﾄﾞﾘｰﾑ 1時間52分55秒

20 964 角屋　有希 ｶﾄﾞﾔ ﾕｷ 上田市 1時間53分18秒

21 924 岡木　真澄 ｵｶｷ ﾏｽﾐ 長野市 1時間54分28秒

22 922 大畑　みどり ｵｵﾊﾀ ﾐﾄﾞﾘ 大桑村 1時間54分53秒

23 951 川野　智子 ｶﾜﾉ ﾄﾓｺ 長野市 1時間55分04秒

24 914 堀内　洋子 ﾎﾘｳﾁ ﾖｳｺ 上田市 いずみの 1時間57分21秒

25 900 青木　美枝子 ｱｵｷ ﾐｴｺ 上田市 1時間57分50秒

26 949 高野　真由美 ﾀｶﾉ ﾏﾕﾐ 小布施町 1時間58分56秒

27 905 丸田　祐子 ﾏﾙﾀ ﾕｳｺ 上田市 ｶﾚｰ部 2時間00分21秒

28 970 山崎　裕美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 千曲市 2時間00分46秒

29 942 西澤　まゆみ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 須坂市 2時間00分47秒

30 912 小山　めぐみ ｺﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 上田市 2時間02分08秒

31 904 林　香織 ﾊﾔｼ ｶｵﾘ 上田市 2時間06分33秒

32 908 竹内　純子 ﾀｹｳﾁ ｼﾞﾕﾝｺ 東御市 2時間09分59秒

33 903 岩田　仁美 ｲﾜﾀ ﾋﾄﾐ 千曲市 2時間10分31秒

34 944 秋野　綾子 ｱｷﾉ ｱﾔｺ 東京都 2時間10分39秒

35 950 菊池　陽子 ｷｸﾁ ﾖｳｺ 神奈川県 2時間14分28秒

36 953 堀川　佐都子 ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｺ 埼玉県 2時間14分39秒

37 943 戸矢崎　美穂 ﾄﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 新潟県 2時間14分50秒

38 915 菊地　由美子 ｷｸﾁ ﾕﾐｺ 東京都 チームヒロキくん 2時間15分51秒

39 916 平泉　裕美 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐ 愛知県 2時間17分50秒

40 967 菅原　咲 ｽｶﾞﾜﾗ ｻｷ 新潟県 2時間18分22秒

41 918 山田　多佳子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 東京都 2時間18分47秒

42 957 松木　佐知 ﾏﾂｷ ｻﾁ 群馬県 2時間18分48秒

43 961 丸山　由香 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶ 長野市 2時間20分51秒

44 954 北澤　智絵 ｷﾀｻﾞﾜ ﾁｴ 岐阜県 2時間21分47秒

45 966 小田切　寿代 ｵﾀｷﾞﾘ ﾋｻﾖ 長野市 2時間21分51秒

46 920 西崎　麻利子 ﾆｼｻﾞｷ ﾏﾘｺ 東京都 2時間22分22秒

47 910 関　雪菜 ｾｷ ﾕｷﾅ 上田市 147cm 2時間23分01秒

48 906 濱田　枝未 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾐ 上田市 2時間23分22秒

49 952 小堀　美紀子 ｺﾎﾞﾘ ﾐｷｺ 茨城県 2時間23分28秒

50 925 三輪　栞 ﾐﾜ ｼｵﾘ 上田市 長野県工科短期大学校 2時間26分55秒

51 923 手塚　ちえ ﾃﾂﾞｶ ﾁｴ 長野市 2時間27分02秒
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B.女子ﾊｰﾌ 40歳未満の部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
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52 956 小林　みなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 千曲市 2時間27分19秒

53 972 新井　尚美 ｱﾗｲ ﾅｵﾐ 東京都 2時間27分58秒

54 929 比留間　智子 ﾋﾙﾏ ﾄﾓｺ 埼玉県 らん☆ららん 2時間29分08秒

55 921 尾瀬　奈都子 ｵｾ ﾅﾂｺ 静岡県 2時間32分15秒

56 958 藤澤　なつ美 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ 松本市 2時間32分35秒

57 962 宮澤　奈津子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 青木村 2時間32分36秒

58 909 池田　明香里 ｲｹﾀﾞ ｱｶﾘ 坂城町 2時間32分52秒

59 969 萩原　早紀子 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻｷｺ 長野市 2時間32分58秒

60 968 桑子　真帆 ｸﾜｺ ﾏﾎ 長野市 2時間32分58秒

61 955 辻　愛 ﾂｼﾞ ｱｲ 愛知県 チームひつじ 2時間36分17秒

62 971 小林　香織 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ 埼玉県 成増厚生病院 2時間37分23秒

63 965 奥村　飛鳥 ｵｸﾑﾗ ｱｽｶ 神奈川県 2時間41分39秒

64 938 今野　小秋 ｺﾝﾉ ｱｷ 東京都 2時間45分32秒

65 911 干場　ゆかり ﾎｼﾊﾞ ﾕｶﾘ 上田市 ゆかりご飯 2時間50分17秒
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B.女子ﾊｰﾌ 40歳以上の部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1023 佐塚　裕美子 ｻﾂｶ ﾕﾐｺ 佐久市 1時間29分58秒
2 1021 三上　昌子 ﾐｶﾐ ﾏｻｺ 埼玉県 みかみｒｃ 1時間37分29秒
3 1024 色川　富美子 ｲﾛｶﾜ ﾌﾐｺ 千葉県 佐藤塾ＲＣ 1時間38分17秒
4 1015 赤松　竜子 ｱｶﾏﾂ ﾘｭｳｺ 東京都 1時間40分52秒
5 1012 畑中　貴子 ﾊﾀﾅｶ ﾀｶｺ 伊那市 1時間44分21秒
6 1035 清水　薫 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 上田市 1時間45分24秒

7 1052 橋本　千恵子 ﾊｼﾓﾄ ﾁｴｺ 長野市 1時間46分45秒

8 1008 大井　敏子 ｵｵｲ ﾄｼｺ 上田市 ﾁｰﾑのこのこ 1時間47分34秒

9 1046 沖中　さゆり ｵｷﾅｶ ｻﾕﾘ 東京都 沖中ハタヨガ 1時間49分07秒

10 1034 塚田　由美 ﾂｶﾀﾞ ﾕﾐ 上田市 チームツカゴリ 1時間50分04秒

11 1019 八重田　裕子 ﾔｴﾀﾞ ﾕｳｺ 長野市 1時間51分03秒

12 1054 池田　圭子 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺ 群馬県 1時間52分55秒

13 1030 木島　東子 ｷｼﾞﾏ ﾄｳｺ 上田市 木島社労士事務 1時間53分01秒

14 1011 神谷　美由紀 ｶﾐﾔ ﾐﾕｷ 上田市 1時間54分39秒

15 1005 上田　恭子 ｳｴﾀﾞ ｷﾖｳｺ 神奈川県 1時間58分35秒

16 1031 小西　喜代江 ｺﾆｼ ｷﾖｴ 千葉県 チーム春夏秋冬 1時間59分45秒

17 1053 諏訪部　広美 ｽﾜﾍﾞ ﾋﾛﾐ 長野市 1時間59分59秒

18 1039 近藤　小有里 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾕﾘ 愛知県 2時間01分09秒

19 1022 青木　智子 ｱｵｷ ﾄﾓｺ 群馬県 2時間02分07秒

20 1042 赤羽　真紀 ｱｶﾊﾈ ﾏｷ 長野市 2時間02分23秒

21 1033 依田　千晶 ﾖﾀﾞ ﾁｱｷ 長野市 チーム　もも 2時間03分13秒

22 1029 関　繁子 ｾｷ ｼｹﾞｺ 小海町 2時間03分58秒

23 1056 大塚　知恵 ｵｵﾂｶ ﾁｴ 千曲市 2時間04分17秒

24 1036 有本　秀子 ｱﾘﾓﾄ ｼｭｳｺ 上田市 明神池同好会 2時間04分33秒

25 1006 戸﨑　康代 ﾄｻﾞｷ ﾔｽﾖ 東京都 2時間06分40秒

26 1009 澤田　かおり ｻﾜﾀﾞ ｶｵﾘ 上田市 2時間08分17秒

27 1007 上野　直子 ｳｴﾉ ﾅｵｺ 上田市 2時間08分34秒

28 1051 相馬　美奈子 ｿｳﾏ ﾐﾅｺ 佐久市 2時間08分48秒

29 1017 森田　理恵 ﾓﾘﾀ ﾘｴ 埼玉県 2時間09分19秒

30 1028 遠藤　栄子 ｴﾝﾄﾞｳ ｴｲｺ 長野市 2時間10分19秒

31 1025 伊藤　京子 ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 岡谷市 2時間10分37秒

32 1041 山口　栄子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｺ 群馬県 カネキヤ 2時間11分23秒

33 1044 宮原　弥生 ﾐﾔﾊﾗ ﾔﾖｲ 上田市 2時間12分09秒

34 1055 松井　宝子 ﾏﾂｲ ﾀｶｺ 神奈川県 赤ちょうちん 2時間14分15秒

35 1001 前沢　勝美 ﾏｴｻﾞﾜ ｶﾂﾐ 中野市 ON THE ROAD 2時間15分19秒

36 1038 織茂　幸子 ｵﾘﾓ ｻﾁｺ 松本市 2時間15分52秒

37 1050 坪井　貴美子 ﾂﾎﾞｲ ｷﾐｺ 大阪府 ブチョウ倶楽部 2時間19分21秒

38 1026 枝川　さち子 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾁｺ 大阪府 ブチョウ倶楽部 2時間19分21秒

39 1037 北島　幸子 ｷﾀｼﾞﾏ ｻﾁｺ 須坂市 2時間20分21秒

40 1014 秋山　美由紀 ｱｷﾔﾏ ﾐﾕｷ 長野市 2時間21分09秒

41 1049 萩原　純子 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｺ 佐久市 チームてきとう 2時間24分46秒

42 1027 鈴木　瑞恵 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｴ 須坂市 2時間26分48秒

43 1048 水上　仁美 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾄﾐ 岐阜県 百花繚☆ＲＵＮ 2時間27分30秒

44 1047 酒井　美里 ｻｶｲ ﾐｻﾄ 原村 アミノ長野 2時間30分35秒

45 1003 金井　むつみ ｶﾅｲ ﾑﾂﾐ 上田市 上小開発ｸﾗﾌﾞ 2時間32分03秒

46 1045 飯村　悦子 ｲｲﾑﾗ ｴﾂｺ 松本市 2時間35分36秒

47 1016 山川　綾子 ﾔﾏｶﾜ ｱﾔｺ 東京都 2時間36分00秒

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2012/10/7



4

D.女子10ｷﾛ 40歳未満の部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1520 山岡　翠 ﾔﾏｵｶ ﾐﾄﾞﾘ 上田市 上田 45分13秒
2 1511 長田　真知子 ｵｻﾀﾞ ﾏﾁｺ 上田市 K.F.C上田 49分13秒
3 1516 本庄　涼子 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳｺ 東京都 油屋ランニングクラブ 53分48秒
4 1501 栁沢　洋子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｳｺ 東御市 ﾌﾞﾚｲﾍﾞｽﾄ 54分40秒
5 1500 滝澤　智子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 上田市 ﾌﾞﾚｲﾍﾞｽﾄ 54分40秒
6 1522 平山　紀子 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾘｺ 東京都 チームしーたけ 54分50秒

7 1502 中野　亮子 ﾅｶﾉ ﾘﾖｳｺ 上田市 55分00秒

8 1504 池内　千尋 ｲｹｳﾁ ﾁﾋﾛ 上田市 55分08秒

9 1515 内藤　暁枝 ﾅｲﾄｳ ｱｷｴ 東京都 55分41秒

10 1518 竹田　奈央 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵ 埼玉県 56分09秒

11 1538 今井　加奈子 ｲﾏｲ ｶﾅｺ 上田市 アレックス 56分47秒

12 1537 篠原　望 ｼﾉﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 飯綱町 58分22秒

13 1525 吉本　真理 ﾖｼﾓﾄ ﾏﾘ 群馬県 楽走女道 59分18秒

14 1507 中澤　明日香 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｽｶ 上田市 59分19秒

15 1534 池田　茉莉 ｲｹﾀﾞ ﾏﾘ 長野市 59分52秒

16 1512 八反田　絵美 ﾊﾂﾀﾝﾀﾞ ｴﾐ 上田市 59分55秒

17 1510 宮原　知江 ﾐﾔﾊﾗ ﾁｴ 上田市 1時間00分28秒

18 1521 脊古　みどり ｾｺ ﾐﾄﾞﾘ 和歌山県 ＫＭＲＣ 1時間00分52秒

19 1506 手鹿　早也果 ﾃｶﾞ ｻﾔｶ 上田市 日置電機(株) 1時間00分56秒

20 1530 大場　純子 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 1時間01分42秒

21 1531 宮本　信子 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾌﾞｺ 長野市 1時間02分49秒

22 1533 水谷　乃梨 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉﾘ 佐久市 1時間03分07秒

23 1508 小林　なつき ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 長和町 1時間03分15秒

24 1509 池田　ひかり ｲｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 長野市 1時間03分15秒

25 1517 酒井　英理 ｻｶｲ ｴﾘ 長野市 1時間03分33秒

26 1524 山中　祐子 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｺ 長野市 1時間03分54秒

27 1536 志村　麻衣子 ｼﾑﾗ ﾏｲｺ 山梨県 1時間06分44秒

28 1529 関　早苗 ｾｷ ｻﾅｴ 上田市 浦里小ガンバ 1時間06分45秒

29 1505 金　由美 ｷﾑ ﾕﾐ 東御市 1時間07分08秒

30 1513 金子　明代 ｶﾈｺ ｱｷﾖ 上田市 1時間07分36秒

31 1519 穐澤　有香 ｱｷｻﾞﾜ ﾕｶ 長野市 1時間08分41秒

32 1514 小林　由香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 上田市 1時間09分19秒

33 1523 山口　知子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 神奈川県 1時間14分46秒

34 1528 寺島　啓 ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 千曲市 1時間18分16秒

35 1535 真瀬垣　まり子 ﾏｾｶﾞｷ ﾏﾘｺ 立科町 ませ 1時間20分13秒

36 1532 閏間　千絵 ｳﾙﾏ ﾁｴ 須坂市 1時間24分28秒
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D.女子10ｷﾛ 40歳以上の部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1603 小林　恵子 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 群馬県 吉岡11RC 46分36秒
2 1604 森　美奈子 ﾓﾘ ﾐﾅｺ 松本市 48分09秒
3 1602 近藤　由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 上田市 48分13秒
4 1600 松本　こずえ ﾏﾂﾓﾄ ｺｽﾞｴ 長野市 きたながのRC 48分19秒
5 1601 笹沢　郁子 ｻｻｻﾞﾜ ｲｸｺ 上田市 49分30秒
6 1617 新海　智佐子 ｼﾝｶｲ ﾁｻｺ 上田市 50分11秒

7 1619 中村　彰子 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 長野市 52分46秒

8 1612 佐藤　しげ子 ｻﾄｳ ｼｹﾞｺ 上田市 ﾆｿﾁRC 55分03秒

9 1615 土屋　利枝 ﾂﾁﾔ ﾄｼｴ 東御市 55分37秒

10 1633 中村　こずえ ﾅｶﾑﾗ ｺｽﾞｴ 長野市 56分33秒

11 1634 小谷　千華子 ｺﾀﾆ ﾁｶｺ 千葉県 57分08秒

12 1607 鈴木　康子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 上田市 58分32秒

13 1628 古谷　真理子 ﾌﾙﾔ ﾏﾘｺ 東京都 ＥＣＣ　Ｊｒ 59分03秒

14 1626 宮入　優子 ﾐﾔｲﾘ ﾕｳｺ 長野市 長野ボーイズ 59分39秒

15 1627 町田　みゆき ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 須坂市 長野ボーイズ 1時間00分04秒

16 1616 大嵩崎　めぐみ ｵｵﾂｷ ﾒｸﾞﾐ 上田市 1時間00分45秒

17 1630 榎本　智恵子 ｴﾉﾓﾄ ﾁｴｺ 上田市 まごダッシュ 1時間02分12秒

18 1614 大塚　京子 ｵｵﾂｶ ｷﾖｳｺ 上田市 1時間02分35秒

19 1605 上原　美恵子 ｳｴﾊﾗ ﾐｴｺ 小諸市 1時間02分43秒

20 1625 櫻井　弘美 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾐ 東京都 ＳＢランナーズ 1時間03分09秒

21 1632 宮崎　豊子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾖｺ 長野市 1時間03分15秒

22 1624 西沢　祐子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｺ 長野市 1時間03分53秒

23 1631 浜田　明美 ﾊﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 長野市 1時間04分31秒

24 1621 湯本　美香 ﾕﾓﾄ ﾐｶ 長野市 1時間05分45秒

25 1620 永島　妙子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｴｺ 埼玉県 1時間06分28秒

26 1629 内村　まゆみ ｳﾁﾑﾗ ﾏﾕﾐ 長野市 1時間07分59秒

27 1610 瀬畑　澄子 ｾﾊﾀ ｽﾐｺ 上田市 1時間08分53秒

28 1623 塚越　明美 ﾂｶｺﾞｼ ｱｹﾐ 上田市 1時間10分10秒

29 1613 成澤　明美 ﾅﾙｻﾜ ｱｹﾐ 上田市 1時間10分35秒

30 1609 大澤　祐子 ｵｵｻﾜ ﾕｳｺ 上田市 1時間10分45秒

31 1618 滝澤　由美子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 長野市 1時間15分35秒

32 1635 水谷　みゆき ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾕｷ 佐久市 1時間15分38秒

33 1622 高橋　三保子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｺ 上田市 1時間16分15秒

34 1636 真瀬垣　妙子 ﾏｾｶﾞｷ ﾀｴｺ 立科町 ませ 1時間20分14秒

35 1608 木下　ゆかり ｷﾉｼﾀ ﾕｶﾘ 東京都 1時間27分41秒

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
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F.女子5ｷﾛ 40歳未満の部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1929 菅沼　真衣 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 上田市 丸子修学館 18分56秒
2 1937 高橋　三紗子 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｺ 須坂市 19分20秒
3 1900 内田　瑞恵 ｳﾁﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 上田市 腰越JSC母集団 19分44秒
4 1928 中島　和華 ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 千曲市 上田染谷丘高校 21分40秒
5 1930 池田　優子 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 上田市 丸子修学館 21分40秒
6 1943 田中　まゆ美 ﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ 長野市 22分35秒

7 1941 三間　美恵子 ﾐﾂﾏ ﾐｴｺ 長野市 23分31秒

8 1902 金井　忍 ｶﾅｲ ｼﾉﾌﾞ 上田市 23分59秒

9 1935 土屋　和嘉子 ﾂﾁﾔ ﾜｶｺ 上田市 千曲荘病院 24分43秒

10 1901 林　秀子 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｺ 上田市 25分35秒

11 1926 竹内　裕紀子 ﾀｹｳﾁ ﾕｷｺ 上田市 25分41秒

12 1944 諸橋　由香里 ﾓﾛﾊｼ ﾕｶﾘ 新潟県 26分49秒

13 1904 伊藤　直美 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ 上田市 26分57秒

14 1920 内田　美智代 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾁﾖ 上田市 上田南幼稚園 27分18秒

15 1925 吉田　有美 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐ 上田市 柳澤病院 28分46秒

16 1918 佐藤　朱紀 ｻﾄｳ ｱｷ 上田市 上田南幼稚園 28分51秒

17 1914 大森　花子 ｵｵﾓﾘ ﾊﾅｺ 上田市 29分11秒

18 1916 丸山　愛実 ﾏﾙﾔﾏ ｱｲﾐ 上田市 上田南幼稚園 29分24秒

19 1938 宮岡　あや ﾐﾔｵｶ ｱﾔ 中野市 29分31秒

20 1913 中島　東美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ 上田市 30分05秒

21 1936 高橋　里子 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｺ 千曲市 フレックスＲＣ 30分18秒

22 1932 堀　文乃 ﾎﾘ ｱﾔﾉ 東京都 30分26秒

23 1915 新村　美音 ﾆｲﾑﾗ ﾐｵ 上田市 上田南幼稚園 30分27秒

24 1923 内川　沙織 ｳﾁｶﾜ ｻｵﾘ 白馬村 上田南幼稚園 31分06秒

25 1924 森　裕美 ﾓﾘ ﾕﾐ 上田市 柳澤病院 31分26秒

26 1910 武田　怜子 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ 上田市 31分27秒

27 1942 塩野崎　涼子 ｼｵﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 上田市 31分34秒

28 1945 中俣　裕美 ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛﾐ 新潟県 31分35秒

29 1912 宮下　美香 ﾐﾔｼﾀ ﾐｶ 上田市 31分44秒

30 1907 牧野　和美 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾐ 上田市 染谷 32分15秒

31 1908 田丸　里美 ﾀﾏﾙ ｻﾄﾐ 上田市 染谷 32分15秒

32 1939 柴田　みゆき ｼﾊﾞﾀ ﾐﾕｷ 上田市 ｅ整骨院ＲＣ 32分20秒

33 1903 春原　由美 ｽﾉﾊﾗ ﾕﾐ 上田市 32分22秒

34 1909 坂井　香織 ｻｶｲ ｶｵﾘ 上田市 33分25秒

35 1927 橋詰　由美 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾐ 上田市 33分50秒

36 1905 柳沢　美香 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｶ 上田市 染谷 33分58秒

37 1906 福澤　絵莉 ﾌｸｻﾞﾜ ｴﾘ 上田市 染谷 33分58秒

38 1922 市川　瑞弓 ｲﾁｶﾜ ｽﾕﾐ 千曲市 上田南幼稚園 34分06秒

39 1931 藤林　友香 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 東京都 36分20秒

40 1917 山辺　楓 ﾔﾏﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 東御市 36分47秒

41 1919 山本　理絵 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ 上田市 上田南幼稚園 36分47秒

42 1947 小笠原　さゆり ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾕﾘ 東京都 41分35秒

43 1933 内須川　いずみ ｳﾁｽｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 佐久市 43分14秒
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F.女子5ｷﾛ 40歳以上の部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 2001 深津　明美 ﾌｶﾂ ｱｹﾐ 群馬県 あっくんず 23分45秒
2 2038 青木　雅子 ｱｵｷ ﾏｻｺ 群馬県 ホシノＲＣ 24分12秒
3 2011 岩永　美由紀 ｲﾜﾅｶﾞ ﾐﾕｷ 上田市 24分18秒
4 2019 宮坂　和子 ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞｺ 上田市 24分41秒
5 2022 山下　瑞穂 ﾔﾏｼﾀ ﾐｽﾞﾎ 上田市 真田ＳＣ 24分56秒
6 2015 大関　貴子 ｵｵｾｷ ﾖｼｺ 東京都 25分38秒

7 2036 木下　恵美 ｷﾉｼﾀ ｴﾐ 飯田市 27分27秒

8 2012 樋沢　かおり ﾋｻﾞﾜ ｶｵﾘ 上田市 (株)ｱｯﾌﾟﾙ運輸 27分45秒

9 2007 松澤　智子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 上田市 28分04秒

10 2024 平馬　真知 ﾍｲﾏ ﾏﾁ 小布施町 28分07秒

11 2002 井堀　里美 ｲﾎﾞﾘ ｻﾄﾐ 長野市 長野第2給食ｾﾝﾀｰ 28分13秒

12 2008 林　やす代 ﾊﾔｼ ﾔｽﾖ 上田市 29分12秒

13 2009 横沢　玲子 ﾖｺｻﾜ ﾚｲｺ 上田市 30分21秒

14 2042 上原　瑠美子 ｳｴﾊﾗ ﾙﾐｺ 上田市 30分48秒

15 2030 小林　ゆかり ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ 長野市 フレックスＲＣ 31分33秒

16 2032 石川　友美 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 神奈川県 31分39秒

17 2023 飯山　けい子 ｲｲﾔﾏ ｹｲｺ 神奈川県 31分48秒

18 2017 湶　雅美 ｱﾜﾗ ﾏｻﾐ 上田市 32分03秒

19 2005 風間　恭子 ｶｻﾞﾏ ｷﾖｳｺ 上田市 32分13秒

20 2033 丸山　ひな子 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾅｺ 上田市 ｅ整骨院ＲＣ 32分20秒

21 2010 貝梅　三枝子 ｶｲｳﾒ ﾐｴｺ 上田市 32分56秒

22 2029 肘井　悦子 ﾋｼﾞｲ ｴﾂｺ 東京都 33分05秒

23 2039 丸山　明美 ﾏﾙﾔﾏ ｱｹﾐ 長野市 33分19秒

24 2040 山下　知子 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｺ 東京都 所属なし 33分20秒

25 2031 徐　健 ｼﾞｮ ｹﾝ 千曲市 フレックスＲＣ 34分03秒

26 2027 伊藤　芳江 ｲﾄｳ ﾖｼｴ 群馬県 34分11秒

27 2035 土屋　千佳子 ﾂﾁﾔ ﾁｶｺ 御代田町 34分19秒

28 2018 尾澤　恵利子 ｵｻﾞﾜ ｴﾘｺ 青木村 34分27秒

29 2016 笠原　幸子 ｶｻﾊﾗ ｻﾁｺ 上田市 34分45秒

30 2025 酒井　洋子 ｻｶｲ ﾖｳｺ 長野市 35分35秒

31 2014 会津　圭子 ｱｲﾂﾞ ｹｲｺ 上田市 35分54秒

32 2037 小林　初代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾖ 上田市 36分00秒

33 2000 竹内　京子 ﾀｹｳﾁ ｷﾖｳｺ 佐久市 36分51秒

34 2026 唐沢　恵子 ｶﾗｻﾜ ｹｲｺ 伊那市 チームぐうでん 38分07秒

35 2004 近藤　春栄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｴ 新潟県 ｲｵﾝ長岡店 39分05秒

36 2013 宮尾　昭子 ﾐﾔｵ ｱｷｺ 上田市 39分24秒

37 2020 藤林　静江 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｴ 東京都 39分57秒

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
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H.中学生女子 5ｷﾛの部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 2205 田中　ジェシカ ﾀﾅｶ ｼﾞｴｼｶ 上田市 腰越JSC 18分24秒
2 2204 内田　梨湖 ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 上田市 腰越JSC 18分45秒
3 2206 小林　祐華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 上田市 腰越JSC 19分07秒
4 2201 福元　唯美 ﾌｸﾓﾄ ﾕｲﾐ 茨城県 19分35秒
5 2237 成澤　優 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 上田市 丸子北中学校 19分44秒
6 2207 小林　菜々夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 上田市 腰越JSC 20分00秒

7 2200 田川　綺菜 ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 上田市 菅平中学校 20分09秒

8 2244 宮川　瑞穂 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 須坂市 21分06秒

9 2246 黒川　真由香 ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町市 大町ＳＣ 21分23秒

10 2247 小谷　友子 ｺﾀﾆ ﾄﾓｺ 千葉県 22分31秒

11 2248 小谷　真智子 ｺﾀﾆ ﾏﾁｺ 千葉県 22分43秒

12 2236 清水　亜美 ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 上田市 丸子北中学校 23分04秒

13 2208 倉澤　玲奈 ｸﾗｻﾜ ﾚｲﾅ 上田市 23分09秒

14 2241 小林　奏 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 上田市 丸子北中学校 23分17秒

15 2242 春原　朱里 ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 上田市 丸子北中学校 23分35秒

16 2235 赤羽　愛葵 ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 上田市 丸子北中学校 23分43秒

17 2228 芳賀　美保 ﾊｶﾞ ﾐﾎ 上田市 上田市立第五中学校 23分48秒

18 2226 髙見沢　菜央 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾅｵ 上田市 上田市立第五中学校 23分51秒

19 2218 中沢　文香 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔｶ 上田市 上田第六 24分24秒

20 2239 宮下　彩奈 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 上田市 丸子北中学校 24分30秒

21 2229 六川　光彩 ﾛｸｶﾞﾜ ﾋｲﾛ 上田市 上田市立第五中学校 24分34秒

22 2240 金子　未羽 ｶﾈｺ ﾐｳ 上田市 丸子北中学校 24分37秒

23 2249 池内　香菜子 ｲｹｳﾁ ｶﾅｺ 上田市 24分47秒

24 2245 森田　優希 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 大阪府 大阪教育大付属中学校 24分48秒

25 2227 金屋　千奈帆 ｶﾅﾔ ﾁﾅﾎ 上田市 上田市立第五中学校 24分49秒

26 2225 鈴木　結衣 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 上田市 上田市立第五中学校 25分06秒

27 2230 渡邉　麗奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 上田市 上田市立第五中学校 25分06秒

28 2215 西岡　佐穂 ﾆｼｵｶ ｻﾎ 上田市 上田第六中学校 水泳部 26分19秒

29 2213 相澤　侑奈 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 上田市 上田第六中学校 水泳部 26分42秒

30 2238 堀内　瑞季 ﾎﾘｳﾁ ﾐｽﾞｷ 上田市 丸子北中学校 26分45秒

31 2209 山浦　桐子 ﾔﾏｳﾗ ｷﾘｺ 上田市 上田第六中学校 水泳部 27分22秒

32 2212 竹内　朋海 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾐ 上田市 上田第六中学校 水泳部 27分22秒

33 2220 竹花　優風 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｶ 上田市 上田第六中学校 水泳部 27分22秒

34 2217 今　美羽 ｺﾝ ﾐｳ 上田市 上田第六中学校 水泳部 27分27秒

35 2243 土屋　花梨 ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 上田市 丸子北中学校 陸上部 27分49秒

36 2203 王　理恵 ｵｳ ﾘｴ 上田市 四中 27分54秒

37 2211 城下　優弥奈 ｼﾞﾖｳｼﾀ ﾕﾐﾅ 上田市 上田第六中学校 水泳部 29分05秒

38 2251 水谷　葉南 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾅ 佐久市 29分24秒

39 2202 神津　彩音 ｺｳﾂﾞ ｱﾔﾈ 小諸市 神津ﾗﾝﾅｰｽﾞ 30分04秒

40 2224 佐藤　真帆 ｻﾄｳ ﾏﾎ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 30分09秒

41 2250 水谷　芽以 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾒｲ 佐久市 30分18秒

42 2223 堀内　結生那 ﾎﾘｳﾁ ﾕｷﾅ 上田市 上田第六中学校 水泳部 30分19秒

43 2210 大塚　未来 ｵｵﾂｶ ﾐｷ 上田市 上田第六中学校 水泳部 30分28秒

44 2214 倉升　ひな子 ｸﾗﾏｽ ﾋﾅｺ 上田市 上田第六中学校 水泳部 30分28秒

45 2221 塚田　萌佳 ﾂｶﾀﾞ ﾓｴｶ 上田市 上田第六中学校 水泳部 31分04秒

46 2219 上竹　京香 ｳｴﾀｹ ｷﾖｳｶ 上田市 上田第六中学校 水泳部 32分07秒

47 2216 小川　野花 ｵｶﾞﾜ ﾉﾉｶ 上田市 上田第六中学校 水泳部 32分07秒

48 2233 永井　琴美 ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田市 丸子北中学校 37分01秒

49 2234 堀内　槙乃 ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田市 丸子北中学校 37分01秒

50 2232 荻原　夏希 ｵｷﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 上田市 丸子北中学校 37分01秒

51 2231 江原　成美 ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田市 丸子北中学校 37分01秒

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2012/10/7
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H.中学生女子 5ｷﾛの部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2012/10/7

52 2222 小林　聖果 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｶ 上田市 上田第六中学校 水泳部 38分13秒
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J.小学生女子3ｷﾛの部 2年生

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3118 小池　日菜 ｺｲｹ ﾋﾅ 上田市 14分38秒
2 3122 小相沢　朔羅 ｺｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 静岡県 腰越ＪＳＣ 14分54秒
3 3121 船山　葵音 ﾌﾅﾔﾏ ｱｵﾈ 上田市 16分09秒
4 3120 長﨑　あき ﾅｶﾞｻｷ ｱｷ 上田市 清明小学校 16分10秒
5 3101 高橋　璃奈 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 上田市 上田南小学校 16分32秒
6 3106 掛川　真琴 ｶｹｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田市 中山道場 16分44秒

7 3111 金子　妃美香 ｶﾈｺ ﾋﾐｶ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 17分04秒

8 3100 中村　未夢 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｳ 上田市 上田南小学校 17分33秒

9 3110 工藤　碧愛 ｸﾄﾞｳ ｱｵｲ 上田市 ｽﾎﾟ少上田ｼﾞｭﾆｱ女子 17分48秒

10 3109 中澤　柚乃 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾉ 上田市 ｽﾎﾟ少上田ｼﾞｭﾆｱ女子 17分48秒

11 3107 小林　感奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 上田市 中塩田小 18分03秒

12 3114 竹内　美空 ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 18分26秒

13 3113 富松　京香 ﾄﾐﾏﾂ ｷﾖｳｶ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 18分26秒

14 3119 岡田　彩楠 ｵｶﾀﾞ ｻﾅ 上田市 NKB24 18分48秒

15 3123 関　ひかり ｾｷ ﾋｶﾘ 上田市 浦里小ガンバ 19分11秒

16 3102 井沢　心和 ｲｻﾞﾜ ｺﾉｶ 上田市 傍陽小学校 21分08秒

17 3116 山田　結衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 上田市 21分24秒

18 3104 松澤　日菜乃 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 上田市 川辺小 21分28秒

19 3103 沓掛　未咲 ｸﾂｶｹ ﾐｻｷ 上田市 神科小学校 22分50秒

20 3105 笠原　美沙希 ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ 上田市 川辺小学校 23分01秒

21 3108 坂井　詩花 ｻｶｲ ｼｲﾅ 上田市 23分20秒

22 3112 伊藤　桃芭 ｲﾄｳ ﾓﾓﾊ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 23分53秒

23 3117 木藤　桃花 ｷﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 上田市 浦里小学校 25分57秒

24 3115 黒木　樺乃 ｸﾛｷ ｶﾉ 上田市 清明小 26分24秒

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2012/10/7
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J.小学生女子3ｷﾛの部 3年生

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3234 山下　真奈 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ 群馬県 東ランラン 12分49秒
2 3203 久保田　詩乃 ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 上田市 腰越JSC 13分21秒
3 3204 下村　真由 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 上田市 腰越JSC 13分55秒
4 3236 諸山　知奈津 ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 小諸市 小諸ＪＥＣ 14分01秒
5 3230 濵　彩音 ﾊﾏ ｱﾔﾈ 上田市 上田ｼﾞｭﾆｱ女子 14分18秒
6 3208 内堀　果南 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ 上田市 腰越JSC 14分21秒

7 3239 牧内　愛華 ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 上田市 丸子北小 14分28秒

8 3227 西澤　早紀 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｷ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 14分35秒

9 3205 清水　優芽 ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 上田市 腰越JSC 14分46秒

10 3229 樋村　綾音 ﾋﾑﾗ ｱﾔﾈ 上田市 塩田VBC 15分06秒

11 3224 赤池　まゆ ｱｶｲｹ ﾏﾕ 上田市 ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 16分44秒

12 3226 原　颯希 ﾊﾗ ｻﾂｷ 上田市 ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 16分49秒

13 3210 鈴木　美咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 上田市 神科小学校 17分00秒

14 3221 田原　麻里愛 ﾀﾊﾗ ﾏﾘｱ 上田市 17分08秒

15 3207 西村　彩音 ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾈ 上田市 東小学校 17分10秒

16 3206 大髙　萌衣 ｵｵﾀｶ ﾒｲ 上田市 南小学校 17分16秒

17 3212 篠原　歌乃 ｼﾉﾊﾗ ｶﾉ 上田市 川辺小 17分20秒

18 3209 田中　茜里 ﾀﾅｶ ｱｶﾘ 上田市 上田市立南小学校 17分23秒

19 3232 髙橋　凜々子 ﾀｶﾊｼ ﾘﾘｺ 上田市 川西小学校 17分55秒

20 3214 清水　風 ｼﾐｽﾞ ｳﾀ 上田市 真田ﾏﾗｿﾝ教室 18分10秒

21 3216 久保田　美来 ｸﾎﾞﾀ ﾐｸ 上田市 上田市立北小学校 18分23秒

22 3225 田頭　咲希 ﾀｶﾞｼﾗ ｻｷ 上田市 ｽﾎﾟ少ﾃﾆｽ 19分01秒

23 3218 生駒　知代 ｲｺﾏ ﾁﾖ 上田市 神川小 19分07秒

24 3237 日比　みはる ﾋﾋﾞ ﾐﾊﾙ 上田市 19分15秒

25 3223 高尾　れいら ﾀｶｵ ﾚｲﾗ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 19分17秒

26 3233 中沢　海羽 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾉﾊ 上田市 小学生女子3km 19分26秒

27 3217 川田　望椰 ｶﾜﾀﾞ ﾐﾔ 上田市 東塩田小学校 19分28秒

28 3201 小山　愛梨花 ｺﾔﾏ ｴﾘｶ 長野市 19分29秒

29 3213 布施　侑夏 ﾌｾ ﾕｳｶ 上田市 南小学校 20分03秒

30 3220 清水　花音 ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 上田市 20分34秒

31 3228 小林　綺紗奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｻﾅ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 20分59秒

32 3231 小澤　美唯菜 ｵｻﾞﾜ ﾐｲﾅ 上田市 南小学校 21分38秒

33 3235 丸山　奈穂 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾎ 上田市 21分41秒

34 3238 宮本　佳奈 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 長野市 21分59秒

35 3240 上原　加夏子 ｳｴﾊﾗ ｶﾅｺ 上田市 塩田西小３年 22分07秒

36 3202 前島　遥 ﾏｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 上田市 上田市立南小学校 22分58秒

37 3219 関口　ゆう ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳ 上田市 上田南小学校 23分01秒

38 3215 髙田　采花 ﾀｶﾀﾞ ｱﾔｶ 上田市 23分38秒

39 3200 伊東　愛夏 ｲﾄｳ ﾏﾅｶ 上田市 上田市立南小学校 23分39秒

40 3211 中村　美優 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｳ 上田市 上田市立南小学校 23分40秒

41 3222 小笠原　佑月 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾂﾞｷ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 26分24秒

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2012/10/7
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J.小学生女子3ｷﾛの部 4年生

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3301 宮本　蘭々 ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 上田市 腰越JSC 12分44秒
2 3334 小林　香苗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ 長野市 川中島ＪＲＣ 13分14秒
3 3335 渡辺　麻央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 静岡県 大淵第一小 13分27秒
4 3320 田中　沙弥 ﾀﾅｶ ｻﾔ 上田市 塩田VBC 13分33秒
5 3319 髙野　伊織 ﾀｶﾉ ｲｵﾘ 上田市 塩田VBC 13分41秒
6 3314 岩下　愛佳 ｲﾜｼﾀ ｱｲｶ 青木村 上田南FCｽﾎﾟｰﾂ少年団 13分51秒

7 3306 臼井　羽耶 ｳｽｲ ﾊﾔ 上田市 上田市立南小学校 13分56秒

8 3317 高木　優奈 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾅ 上田市 川辺小学校 14分12秒

9 3303 割田　日菜乃 ﾜﾘﾀ ﾋﾅﾉ 上田市 川辺小 14分13秒

10 3300 今井　楓月 ｲﾏｲ ﾌﾂﾞｷ 上田市 神川小学校 14分39秒

11 3316 成澤　葵南 ﾅﾙｻﾜ ｱｲﾅ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 14分56秒

12 3321 松尾　美優 ﾏﾂｵ ﾐﾕ 上田市 塩田VBC 15分04秒

13 3323 関谷　咲稀 ｾｷﾔ ｻｷ 上田市 塩田VBC 15分05秒

14 3324 大森　琉卯 ｵｵﾓﾘ ﾙｳ 上田市 15分38秒

15 3325 南村　真結 ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾏﾕ 上田市 上田市立南小学校 15分39秒

16 3328 下村　輝 ｼﾓﾑﾗ ｷﾗﾘ 上田市 武石小学校 15分45秒

17 3336 三上　もも ﾐｶﾐ ﾓﾓ 埼玉県 植水小学校 15分51秒

18 3322 勝股　千友季 ｶﾂﾏﾀ ﾁﾕｷ 上田市 塩田VBC 16分07秒

19 3326 鈴木　芽衣 ｽｽﾞｷ ﾒｲ 上田市 清明小学校 16分15秒

20 3337 北澤　朱莉 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 長野市 北沢支部 16分36秒

21 3313 山口　瑞稀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 上田市 上田南FCｽﾎﾟｰﾂ少年団 17分09秒

22 3332 笠井　菜々子 ｶｻｲ ﾅﾅｺ 上田市 清明小学校 17分22秒

23 3309 箱山　碧海 ﾊｺﾔﾏ ｱﾐ 上田市 上田ｼﾞｪﾝｼｬﾝｼﾞｭﾆｱ 17分30秒

24 3333 山本　愛佳 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 上田市 17分44秒

25 3311 清水　萌花 ｼﾐｽﾞ ﾓｴｶ 上田市 中塩田小学校 17分45秒

26 3331 宮島　凜々子 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘﾘｺ 上田市 神川小 17分45秒

27 3302 濱田　茄菜未 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾅﾐ 上田市 17分49秒

28 3318 宮下　唯 ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 上田市 上田市立南小学校 17分59秒

29 3310 中村　まうり ﾅｶﾑﾗ ﾏｳﾘ 上田市 18分03秒

30 3305 髙田　知里 ﾀｶﾀﾞ ﾁｻﾄ 上田市 18分04秒

31 3304 篠原　美紗 ｼﾉﾊﾗ ﾐｻ 上田市 川辺小 18分06秒

32 3330 小山　希海 ｺﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 上田市 丸子北小 18分56秒

33 3338 肘井　夏葉 ﾋｼﾞｲ ﾅﾂﾊ 東京都 19分55秒

34 3312 宮本　奈苗 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾅｴ 上田市 22分10秒

35 3307 松澤　実佑 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田市 川辺小学校 22分10秒

36 3329 竹花　美咲 ﾀｹﾊﾅ ﾐｻｷ 上田市 東塩田小 23分04秒

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
Results/ 競技結果

Data:2012/10/7
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J.小学生女子3ｷﾛの部 5年生

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3402 高木　更紗 ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 上田市 腰越JSC 11分30秒
2 3401 久保田　絢乃 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田市 腰越JSC 11分58秒
3 3428 諸山　理湖 ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 小諸市 小諸ＪＥＣ 12分54秒
4 3406 岡嶋　美空 ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田市 真田ｸﾗﾌﾞ 14分01秒
5 3423 赤羽　涼音 ｱｶﾊﾈ ｽｽﾞﾈ 上田市 川辺小学校 14分04秒
6 3414 杉山　萌々花 ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾓｶ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 15分25秒

7 3415 竹内　美桜 ﾀｹｳﾁ ﾐｵ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 15分35秒

8 3405 内堀　実咲 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ 上田市 腰越JSC 15分57秒

9 3411 林部　響紀 ﾊﾔｼﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 15分59秒

10 3407 清水　むぎ ｼﾐｽﾞ ﾑｷﾞ 上田市 丸子北小学校 16分09秒

11 3418 小林　由季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 16分12秒

12 3400 髙見澤　真由 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾕ 佐久市 佐久市高瀬小 16分42秒

13 3409 満木　夏奈 ﾐﾂｷﾞ ｶﾅ 上田市 川西VBC 17分01秒

14 3404 篠原　奈々 ｼﾉﾊﾗ ﾅﾅ 上田市 上田市北小学校 17分04秒

15 3422 平岡　香澄 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾐ 上田市 神川小 17分05秒

16 3419 西川　莉央 ﾆｼｶﾜ ﾘｵ 上田市 17分21秒

17 3420 黒木　麻衣 ｸﾛｷ ﾏｲ 上田市 清明小 17分34秒

18 3426 梅原　実優 ｳﾒﾊﾗ ﾐﾕ 上田市 清明小学校 17分34秒

19 3416 中村　令奈 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲﾅ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 18分01秒

20 3417 山浦　綾芽 ﾔﾏｳﾗ ｱﾔﾒ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 18分01秒

21 3408 南沢　亜由美 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱﾕﾐ 上田市 川西VBC 18分46秒

22 3421 宅間　香乃 ﾀｸﾏ ｶﾉ 上田市 18分50秒

23 3427 若林　佑野楓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾉｶ 上田市 神科小学校 18分55秒

24 3403 春日　郁美 ｶｽｶﾞ ｲｸﾐ 上田市 南小学校 19分22秒

25 3424 中澤　瑠美 ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾐ 上田市 清明小学校 22分44秒

26 3413 西澤　李夏 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｶ 上田市 ｽﾎﾟｰﾂ少年団 23分33秒

27 3412 小林　令奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 25分38秒

第２６回上田古戦場ハーフマラソン
Results/ 競技結果
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J.小学生女子3ｷﾛの部 6年生

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3521 小林　成美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 長野市 川中島ＪＲＣ 11分17秒
2 3525 森尻　真優 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾏﾕ 群馬県 藤岡第二小学校 11分57秒
3 3522 湯本　真季 ﾕﾓﾄ ﾏｷ 長野市 13分27秒
4 3510 清水　思 ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田市 さなだｸﾗﾌﾞ 13分32秒
5 3505 清水　亜美 ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 上田市 腰越JSC 13分54秒
6 3515 佐藤　美有 ｻﾄｳ ﾐﾕ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 13分58秒

7 3523 田中　楓美 ﾀﾅｶ ﾌﾐ 小諸市 小諸ＪＥＣ 14分39秒

8 3520 花岡　未央 ﾊﾅｵｶ ﾐｵ 上田市 14分44秒

9 3508 中村　明日海 ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾐ 上田市 川辺小学校 14分45秒

10 3509 濱田　寿々菜 ﾊﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾅ 上田市 14分49秒

11 3506 山下　結羽 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 上田市 塩田西小学校 14分53秒

12 3507 花岡　莉緒 ﾊﾅｵｶ ﾘｵ 上田市 14分57秒

13 3500 田川　実侑 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田市 菅平小学校 15分08秒

14 3524 日比　まひろ ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田市 15分19秒

15 3514 成澤　侑南 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳﾅ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 15分20秒

16 3516 後藤　未有 ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 上田市 上田市ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団 15分38秒

17 3526 井田　奈緒 ｲﾀﾞ ﾅｵ 上田市 川辺小学校 16分06秒

18 3518 南村　菜緒 ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾅｵ 上田市 上田市立南小学校 16分13秒

19 3519 髙橋　ゆずか ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｶ 上田市 川西小学校 16分33秒

20 3517 北沢　凜 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝ 上田市 真田ﾏﾗｿﾝ教室 16分40秒

21 3501 神津　夏織 ｺｳﾂﾞ ｶｵﾘ 小諸市 神津ﾗﾝﾅｰｽﾞ 19分09秒

22 3511 川田　望愛 ｶﾜﾀﾞ ﾓｴ 上田市 東塩田小学校 20分37秒

23 3513 佃　美希 ﾂｸﾀﾞ ﾐｷ 上田市 上田東小学校 21分15秒

24 3512 宮澤　怜実 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾚﾐ 上田市 上田東小学校 21分15秒

25 3503 中澤　愛華 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｲｶ 上田市 23分27秒

26 3502 大島　彩未 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾐ 上田市 23分27秒

27 3504 中澤　優奈 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 上田市 23分27秒
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