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フルマラソン一般女子 1 206 小林 美香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 長野市 3:00:45 長野アスリートクラブ
フルマラソン一般女子 2 207 岡田 奈巳 ｵｶﾀﾞ ﾅﾐ 三重県 3:04:04
フルマラソン一般女子 3 204 村瀬 美由紀 ﾑﾗｾ ﾐﾕｷ 愛知県 3:11:43 名城ＡＲＫ
フルマラソン一般女子 4 1570 三浦 直美 ﾐｳﾗ ﾅｵﾐ 三重県 3:13:48
フルマラソン一般女子 5 202 山下 紀美子 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐｺ 松本市 3:19:37 富士森走友会
フルマラソン一般女子 6 1506 松澤 加奈子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅｺ 小谷村 3:23:43
フルマラソン一般女子 7 1518 丸山 有紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷ 白馬村 3:25:17 チームマウント
フルマラソン一般女子 8 1585 清水 政代 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾖ 中野市 3:28:36
フルマラソン一般女子 9 205 田中 和宮 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ 埼玉県 3:28:49 多摩川サブスリー
フルマラソン一般女子 10 1561 亀田 文子 ｶﾒﾀﾞ ｱﾔｺ 駒ヶ根市 3:31:57
フルマラソン一般女子 11 203 後藤 理恵子 ｺﾞﾄｳ ﾘｴｺ 長野市 3:43:44
フルマラソン一般女子 12 208 高橋 えりか ﾀｶﾊｼ ｴﾘｶ 東京都 3:44:57 ミズノＲＣ
フルマラソン一般女子 13 1621 湯沢 夏美 ﾕｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 松本市 3:46:58
フルマラソン一般女子 14 210 加藤 玲子 ｶﾄｳ ﾚｲｺ 愛知県 3:47:45 百花繚・ＲＵＮ
フルマラソン一般女子 15 1579 古旗 真理 ﾌﾙﾊﾀ ﾏﾘ 千曲市 3:49:28 〇リハ処屋代〇
フルマラソン一般女子 16 1595 荒井 美江 ｱﾗｲ ﾐｴ 須坂市 3:50:30 チームゆうゆう
フルマラソン一般女子 17 1613 小林 優衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 長野市 3:51:15
フルマラソン一般女子 18 1571 上田 繭子 ｳｴﾀﾞ ﾏﾕｺ 長野市 3:51:44
フルマラソン一般女子 19 1617 有賀 千春 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県 3:52:18
フルマラソン一般女子 20 1607 三浦 和 ﾐｳﾗ ﾉﾄﾞｶ 愛知県 3:52:43
フルマラソン一般女子 21 1525 家高 有美 ﾔﾀﾞｶ ﾕﾐ 大桑村 3:54:07 木曽町走友会
フルマラソン一般女子 22 1528 大畑 みどり ｵｵﾊﾀ ﾐﾄﾞﾘ 大桑村 3:54:08
フルマラソン一般女子 23 1602 村田 昌子 ﾑﾗﾀ ﾏｻｺ 東京都 3:54:13
フルマラソン一般女子 24 1557 轟 千春 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾁﾊﾙ 長野市 3:54:55 ふれあい荘居宅
フルマラソン一般女子 25 1565 徳竹 瑳菜枝 ﾄｸﾀｹ ｻﾅｴ 飯山市 3:57:01
フルマラソン一般女子 26 1553 小島 涼子 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳｺ 東京都 3:58:21 Ｒ８１
フルマラソン一般女子 27 1589 下舘 光 ｼﾓﾀﾞﾃ ﾋｶﾙ 岩手県 3:59:13 岩手医大病院
フルマラソン一般女子 28 1575 金 惠卿 ｷﾑ ﾍｷｮﾝ 神奈川県 4:03:11
フルマラソン一般女子 29 1572 森本 智子 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓｺ 奈良県 4:05:52
フルマラソン一般女子 30 1540 橋田 裕香 ﾊｼﾀﾞ ﾕｶ 千葉県 4:06:30
フルマラソン一般女子 31 1541 相田 晃子 ｿｳﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 4:07:43 夢宙ＡＣ
フルマラソン一般女子 32 1547 角田 江里 ﾂﾉﾀﾞ ｴﾘ 愛知県 4:08:59
フルマラソン一般女子 33 1544 森山 妙子 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｴｺ 愛知県 4:15:02
フルマラソン一般女子 34 1614 追分 千春 ｵｲﾜｹ ﾁﾊﾙ 上田市 4:15:15
フルマラソン一般女子 35 1508 福島 千夏 ﾌｸｼﾏ ﾁﾅﾂ 大町市 4:15:33 チーム・リセット
フルマラソン一般女子 36 1580 石原 みのり ｲｼﾊﾗ ﾐﾉﾘ 東京都 4:16:55
フルマラソン一般女子 37 1531 角田 早苗 ﾂﾉﾀﾞ ｻﾅｴ 群馬県 4:17:50 ビール飲み隊
フルマラソン一般女子 38 1512 山本 美由紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 愛知県 4:19:40
フルマラソン一般女子 39 1558 月岡 千恵 ﾂｷｵｶ ﾁｴ 長野市 4:20:29
フルマラソン一般女子 40 1615 河合 慶恵 ｶﾜｲ ﾉﾘｴ 東京都 4:22:25
フルマラソン一般女子 41 1526 久保 香代子 ｸﾎﾞ ｶﾖｺ 東京都 4:23:48 ＫＵＢＯＫＥ
フルマラソン一般女子 42 1625 中村 友里 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 大町市 4:24:18
フルマラソン一般女子 43 1564 木村 歩 ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ 大町市 4:24:29
フルマラソン一般女子 44 1578 大塚 仁美 ｵｵﾂｶ ﾋﾄﾐ 中野市 4:24:33
フルマラソン一般女子 45 1556 山本 恵 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 東京都 4:25:20
フルマラソン一般女子 46 1535 志方 知美 ｼｶﾀ ﾄﾓﾐ 神奈川県 4:25:23
フルマラソン一般女子 47 209 前川 里穂 ﾏｴｶﾜ ﾘｵ 神奈川県 4:26:33 川北走友会
フルマラソン一般女子 48 1563 西谷 風香 ﾆｼﾀﾆ ﾌｳｶ 木島平村 4:27:14 信州大学
フルマラソン一般女子 49 1550 降籏 和美 ﾌﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾐ 松本市 4:28:26
フルマラソン一般女子 50 1502 小久保 薫子 ｺｸﾎﾞ ｶｵﾙｺ 東京都 4:29:31
フルマラソン一般女子 51 1604 栗原 理紗 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾘｻ 東京都 4:33:23
フルマラソン一般女子 52 1598 二出川 祐香 ﾆﾃﾞｶﾞﾜ ﾕｶ 愛知県 4:35:01
フルマラソン一般女子 53 1517 関 寛美 ｾｷ ﾋﾛﾐ 愛知県 4:35:47
フルマラソン一般女子 54 1562 西垣津 莉沙 ﾆｼｶﾞｲﾂ ﾘｻ 岐阜県 4:36:47 道の駅ななもり
フルマラソン一般女子 55 1586 近藤 小有里 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾕﾘ 愛知県 4:38:19
フルマラソン一般女子 56 1600 米澤 美夕妃 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 長野市 4:38:24 篠ノ井ＲＣ
フルマラソン一般女子 57 1559 金田 真美 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾐ 岐阜県 4:38:57
フルマラソン一般女子 58 1566 武山 裕美 ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾐ 神奈川県 4:40:33
フルマラソン一般女子 59 1582 天川 紀子 ｱﾏｶﾜ ﾉﾘｺ 埼玉県 4:42:21
フルマラソン一般女子 60 1624 古屋敷 千絵 ﾌﾙﾔｼｷ ﾁｴ 南箕輪村 4:43:26
フルマラソン一般女子 61 1627 馬渡 由美子 ﾏﾜﾀﾘ ﾕﾐｺ 飯島町 4:43:48
フルマラソン一般女子 62 1536 松島 直美 ﾏﾂｼﾏ ﾅｵﾐ 東京都 4:45:15
フルマラソン一般女子 63 1609 根橋 紘子 ﾈﾊﾞｼ ﾋﾛｺ 長野市 4:45:53
フルマラソン一般女子 64 1503 篠部 久美 ｼﾉﾍﾞ ｸﾐ 安曇野市 4:50:32
フルマラソン一般女子 65 1555 高橋 優依 ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 大阪府 4:51:00
フルマラソン一般女子 66 1539 西川 優子 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｺ 三重県 4:51:50 ラッピー
フルマラソン一般女子 67 1504 小川 菜津子 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野市 4:51:57 長野マラソンクラブ
フルマラソン一般女子 68 1619 川口 真央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 大阪府 4:53:32
フルマラソン一般女子 69 1537 石川 みちる ｲｼｶﾜ ﾐﾁﾙ 東京都 4:53:55
フルマラソン一般女子 70 1530 丸山 明美 ﾏﾙﾔﾏ ｱｹﾐ 茅野市 4:55:23
フルマラソン一般女子 71 1568 小山 多恵子 ｺﾔﾏ ﾀｴｺ 長野市 4:55:40 森と木
フルマラソン一般女子 72 1532 吉岡 育子 ﾖｼｵｶ ｲｸｺ 東京都 4:57:08
フルマラソン一般女子 73 1581 青木 美由紀 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 白馬村 4:58:33
フルマラソン一般女子 74 1524 鈴木 佳代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 愛知県 4:59:05
フルマラソン一般女子 75 1573 内藤 三津子 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂｺ 愛知県 4:59:15
フルマラソン一般女子 76 1618 青山 和枝 ｱｵﾔﾏ ｶﾂﾞｴ 愛知県 5:02:32
フルマラソン一般女子 77 1577 時田 和美 ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾐ 愛知県 5:03:20
フルマラソン一般女子 78 1567 本宮 千晴 ﾓﾄﾐﾔ ﾁﾊﾙ 千葉県 5:05:31
フルマラソン一般女子 79 1501 小久保 木匠子 ｺｸﾎﾞ ｸﾐｺ 東京都 5:06:26
フルマラソン一般女子 80 1616 本村 愛子 ﾓﾄﾑﾗ ｱｲｺ 東京都 5:09:42
フルマラソン一般女子 81 1623 功刀 直子 ｸﾇｷﾞ ﾅｵｺ 山梨県 5:12:31
フルマラソン一般女子 82 1522 田中 祥子 ﾀﾅｶ ｻﾁｺ 安曇野市 5:13:17
フルマラソン一般女子 83 1597 木我 紅音 ｷｶﾞ ｱｶﾈ 神奈川県 5:15:30
フルマラソン一般女子 84 1583 神谷 美鈴 ｶﾐﾔ ﾐｽｽﾞ 神奈川県 5:23:01
フルマラソン一般女子 85 1611 金子 薫 ｶﾈｺ ｶｵﾙ 長野市 5:24:05
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フルマラソン一般女子 86 1584 小林 由希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 長野市 5:24:08
フルマラソン一般女子 87 1523 笹川 陽子 ｻｻｶﾞﾜ ﾖｳｺ 白馬村 5:24:52 劇団ささがわ
フルマラソン一般女子 88 1593 大谷 和美 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾐ 石川県 5:26:01
フルマラソン一般女子 89 1505 塩沢 志穂里 ｼｵｻﾞﾜ ｼﾎﾘ 安曇野市 5:28:36
フルマラソン一般女子 90 1599 小又 理紗子 ｺﾏﾀ ﾘｻｺ 東京都 5:30:14
フルマラソン一般女子 91 1554 山中 遥加 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｶ 奈良県 5:30:57
フルマラソン一般女子 92 1542 遠藤 久美子 ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾐｺ 愛知県 5:35:53 大高ＣＲＳ
フルマラソン一般女子 93 1622 竹村 かおり ﾀｹﾑﾗ ｶｵﾘ 長野市 5:35:59
フルマラソン一般女子 94 1509 菊池 まり ｷｸﾁ ﾏﾘ 大町市 5:36:18 チーム・リセット
フルマラソン一般女子 95 1590 福畑 陽子 ﾌｸﾊﾀ ﾖｳｺ 兵庫県 5:36:59
フルマラソン一般女子 96 1533 糸井 ひかる ｲﾄｲ ﾋｶﾙ 福島県 5:40:40
フルマラソン一般女子 97 1521 清水 さち子 ｼﾐｽﾞ ｻﾁｺ 岐阜県 5:40:51
フルマラソン一般女子 98 1511 宮本 舞 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｲ 茨城県 5:42:12
フルマラソン一般女子 99 1628 大野木 孝子 ｵｵﾔｷﾞ ﾀｶｺ 須坂市 5:44:22
フルマラソン一般女子 100 1543 矢高 真弓 ﾔﾀｶ ﾏﾕﾐ 上松町 5:48:29 ランランラン
フルマラソン一般女子 101 1527 岡本 麻衣子 ｵｶﾓﾄ ﾏｲｺ 長野市 5:48:38
フルマラソン一般女子 102 1520 坂部 さくら ｻｶﾍﾞ ｻｸﾗ 神奈川県 5:49:20
フルマラソン一般女子 103 1513 宮崎 洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 東京都 5:50:10
フルマラソン一般女子 104 1514 宮崎 玲子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲｺ 神奈川県 5:50:20
フルマラソン一般女子 105 1545 坂元 久恵 ｻｶﾓﾄ ﾋｻｴ 山梨県 5:51:53
フルマラソン一般女子 106 1601 丸山 妙子 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｴｺ 長野市 5:53:55
フルマラソン一般女子 107 1594 三國 朋子 ﾐｸﾆ ﾄﾓｺ 岐阜県 5:58:33
フルマラソン一般女子 108 1552 小笠原 裕子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｺ 下諏訪町 6:00:38 ちいむあざみ
フルマラソン一般女子 109 1603 中込 望 ﾅｶｺﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 長野市 6:09:53 信州大学高木研
フルマラソン壮年女子５０歳代 1 2417 古橋 美どり ﾌﾙﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 静岡県 3:14:37 よんろく倶楽部
フルマラソン壮年女子５０歳代 2 603 島田 優子 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 長野市 3:18:07 長野アスリートクラブ
フルマラソン壮年女子５０歳代 3 601 酒井 香寿恵 ｻｶｲ ｶｽﾞｴ 神奈川県 3:37:11 Ｍ＠平塚
フルマラソン壮年女子５０歳代 4 2425 佐久間 恵美子 ｻｸﾏ ｴﾐｺ 神奈川県 3:37:20
フルマラソン壮年女子５０歳代 5 2421 宮澤 智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 長野市 3:37:22 チームのこのこ
フルマラソン壮年女子５０歳代 6 2438 鈴木 尚美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ 愛知県 3:47:02
フルマラソン壮年女子５０歳代 7 2422 岡村 和子 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ 愛知県 3:49:39
フルマラソン壮年女子５０歳代 8 605 狩野 真里 ｶﾉｳ ﾏﾘ 大町市 3:52:13 やぁげんらぁと
フルマラソン壮年女子５０歳代 9 2419 清水 薫 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 上田市 3:54:52
フルマラソン壮年女子５０歳代 10 2430 溝手 典子 ﾐｿﾞﾃ ﾉﾘｺ 兵庫県 4:04:36 兵庫５区ＲＣ
フルマラソン壮年女子５０歳代 11 2411 花木 ひとみ ﾊﾅｷ ﾋﾄﾐ 愛知県 4:07:22 愛時楽走会
フルマラソン壮年女子５０歳代 12 2407 科野 智子 ｼﾅﾉ ﾄﾓｺ 大桑村 4:09:36 ランランラン
フルマラソン壮年女子５０歳代 13 602 杉森 陽子 ｽｷﾞﾓﾘ ﾖｳｺ 東京都 4:14:35 ｅＡ東京
フルマラソン壮年女子５０歳代 14 2402 藤井 富優子 ﾌｼﾞｲ ﾌﾕｺ 長野市 4:15:02
フルマラソン壮年女子５０歳代 15 2435 黒島 利恵子 ｸﾛｼﾏ ﾘｴｺ 長野市 4:23:00 ぽさＲＵＮ
フルマラソン壮年女子５０歳代 16 2428 堺澤 和泉 ｻｶｲｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 長野市 4:24:47
フルマラソン壮年女子５０歳代 17 2405 曽根 由子 ｿﾈ ﾕｳｺ 中野市 4:29:28
フルマラソン壮年女子５０歳代 18 2406 秋山 祐子 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺ 埼玉県 4:31:19
フルマラソン壮年女子５０歳代 19 2439 妹尾 ひとみ ｾﾉｵ ﾋﾄﾐ 愛知県 4:32:20
フルマラソン壮年女子５０歳代 20 2415 府中 美代子 ﾌﾁｭｳ ﾐﾖｺ 長野市 4:44:00 チームみよちゃん
フルマラソン壮年女子５０歳代 21 2416 亀本 千景 ｶﾒﾓﾄ ﾁｶｹﾞ 愛知県 4:44:23 Ｈｏｌａ
フルマラソン壮年女子５０歳代 22 2412 植田 啓 ｳｴﾀﾞ ｹｲ 松本市 4:44:39 ひまわり
フルマラソン壮年女子５０歳代 23 2436 上田 幸子 ｳｴﾀﾞ ｻﾁｺ 愛知県 4:46:52
フルマラソン壮年女子５０歳代 24 2434 竹松 博子 ﾀｹﾏﾂ ﾋﾛｺ 松本市 4:48:50 じえい
フルマラソン壮年女子５０歳代 25 2404 三澤 直美 ﾐｻﾜ ﾅｵﾐ 松本市 4:52:56
フルマラソン壮年女子５０歳代 26 2418 嶋田 美枝 ｼﾏﾀﾞ ﾐｴ 白馬村 4:54:44
フルマラソン壮年女子５０歳代 27 2432 宮島 尚子 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵｺ 長野市 5:02:12
フルマラソン壮年女子５０歳代 28 2409 山本 比呂美 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ 松川村 5:07:02 ＺＥＲＯ
フルマラソン壮年女子５０歳代 29 2408 岡田 まゆみ ｵｶﾀﾞ ﾏﾕﾐ 神奈川県 5:07:23
フルマラソン壮年女子５０歳代 30 2401 浅井 道子 ｱｻｲ ﾐﾁｺ 栃木県 5:19:38
フルマラソン壮年女子５０歳代 31 2441 西澤 真由美 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 長野市 5:26:21
フルマラソン壮年女子５０歳代 32 2433 會田 郁子 ｱｲﾀ ｲｸｺ 宮城県 5:28:31 松島歓走会
フルマラソン壮年女子５０歳代 33 2413 澤木 千枝子 ｻﾜｷ ﾁｴｺ 松本市 5:37:07
フルマラソン壮年女子５０歳代 34 2427 谷 惠美子 ﾀﾆ ｴﾐｺ 愛知県 6:04:09
フルマラソン壮年女子５０歳代 35 2403 中谷 純子 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ 安曇野市 6:05:16
フルマラソン壮年女子５０歳代 36 2426 清水 英子 ｼﾐｽﾞ ｴｲｺ 長野市 6:06:23
フルマラソン壮年女子６０歳以上 1 702 田中 久子 ﾀﾅｶ ﾋｻｺ 大阪府 3:37:21 クレイジータイ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 2 2513 大井 敏子 ｵｵｲ ﾄｼｺ 上田市 3:45:30 チームのこのこ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 3 2511 小野田 洋子 ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛｺ 大阪府 4:00:08
フルマラソン壮年女子６０歳以上 4 2517 阿部 優子 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ 白馬村 4:12:43 アルプスジム
フルマラソン壮年女子６０歳以上 5 2510 北須賀 佳子 ｷﾀｽｶﾞ ｹｲｺ 東京都 4:23:06 チョコチョコ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 6 2501 西部 たまき ﾆｼﾍﾞ ﾀﾏｷ 富山県 4:43:10 フル百回楽走会
フルマラソン壮年女子６０歳以上 7 2516 西田 ふじえ ﾆｼﾀﾞ ﾌｼﾞｴ 大阪府 4:44:26
フルマラソン壮年女子６０歳以上 8 2515 遠藤 栄子 ｴﾝﾄﾞｳ ｴｲｺ 長野市 4:48:39
フルマラソン壮年女子６０歳以上 9 2502 岡部 悦子 ｵｶﾍﾞ ｴﾂｺ 飯田市 4:55:51 チームのこのこ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 10 2503 大月 栄子 ｵｵﾂｷ ｴｲｺ 塩尻市 4:59:58
フルマラソン壮年女子６０歳以上 11 2504 青木 周子 ｱｵｷ ﾁｶｺ 松本市 5:15:26
フルマラソン壮年女子６０歳以上 12 2509 成実 真由美 ﾅﾙﾐ ﾏﾕﾐ 千葉県 5:21:10
フルマラソン壮年女子６０歳以上 13 2518 安木 清美 ﾔｽｷ ｷﾖﾐ 長野市 5:22:53
フルマラソン壮年女子６０歳以上 14 2507 宮澤 富美子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾐｺ 新潟県 5:31:36
フルマラソン壮年女子６０歳以上 15 2506 Ｒｏｘａｎａ Ｎａｏｍｉ Ｌｅｗｉｓ ﾛｸｻｰﾅﾅｵﾐ ﾙｲｽ 大町市 5:42:30
フルマラソン壮年女子６０歳以上 16 701 岩崎 純子 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 5:53:51 岸和田健康クラブ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 17 2519 水木 明美 ﾐｽﾞｷ ｱｹﾐ 池田町 5:57:32
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ハーフ一般女子 1 3103 高田 陽子 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｺ 愛知県 1:36:50 名城ＡＲＣ
ハーフ一般女子 2 4300 木村 いと ｷﾑﾗ ｲﾄ 東京都 1:39:03
ハーフ一般女子 3 4205 塩嶋 牧子 ｼｵｼﾞﾏ ﾏｷｺ 白馬村 1:39:56 ローン美容室
ハーフ一般女子 4 4219 岡安 あゆみ ｵｶﾔｽ ｱﾕﾐ 神奈川県 1:44:11
ハーフ一般女子 5 4280 ムーン ステファニー ﾑｰﾝ ｽﾃﾌｧﾆｰ 安曇野市 1:45:48 おひさまＲＣ
ハーフ一般女子 6 4222 佐久間 恵子 ｻｸﾏ ｹｲｺ 神奈川県 1:46:59
ハーフ一般女子 7 4289 今泉 さおり ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻｵﾘ 愛知県 1:47:05 白馬ホームズイン
ハーフ一般女子 8 4230 上原 ゆり子 ｳｴﾊﾗ ﾕﾘｺ 群馬県 1:49:42 碓氷陸上クラブ
ハーフ一般女子 9 4366 茅野 紗代子 ﾁﾉ ｻﾖｺ 東京都 1:50:30
ハーフ一般女子 10 3104 後藤 貴子 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｺ 静岡県 1:52:36
ハーフ一般女子 11 4345 湯澤 みのり ﾕｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松本市 1:53:03
ハーフ一般女子 12 4360 小林 恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 池田町 1:53:59 かめはうす
ハーフ一般女子 13 4283 井上 海埜哩 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 静岡県 1:55:43
ハーフ一般女子 14 4327 山田 理恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｴ 岐阜県 1:55:51 ＴＥＡＭＲＯＣＫ
ハーフ一般女子 15 4247 杉田 直子 ｽｷﾞﾀ ﾅｵｺ 長野市 1:56:27
ハーフ一般女子 16 4246 浅川 博子 ｱｻｶﾜ ﾋﾛｺ 松本市 1:58:31
ハーフ一般女子 17 4311 佐藤 久仁栄 ｻﾄｳ ｸﾆｴ 埼玉県 1:59:00
ハーフ一般女子 18 4231 小島 千晴 ｺｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ 東京都 1:59:16
ハーフ一般女子 19 4266 田中 奈津紀 ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ 千曲市 1:59:27 長野赤十字病院
ハーフ一般女子 20 4206 中村 美和 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾜ 大町市 2:00:07 チーム・リセット
ハーフ一般女子 21 4335 丸山 尚子 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｺ 松本市 2:00:53 チームぷるるん
ハーフ一般女子 22 4292 山内 洋子 ﾔﾏｳﾁ ﾖｳｺ 三重県 2:01:18
ハーフ一般女子 23 4253 川嶋 真由子 ｶﾜｼﾏ ﾏﾕｺ 池田町 2:01:58
ハーフ一般女子 24 4348 望月 公美子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｸﾐｺ 静岡県 2:02:01 藤枝市立総合病院
ハーフ一般女子 25 4361 岡嶌 香織 ｵｶｼﾞﾏ ｶｵﾘ 長野市 2:02:39
ハーフ一般女子 26 4317 矢本 明子 ﾔﾓﾄ ｱｷｺ 東京都 2:03:14
ハーフ一般女子 27 4347 田上 博子 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛｺ 白馬村 2:05:07
ハーフ一般女子 28 5051 山田 幸江 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｴ 愛知県 2:05:53
ハーフ一般女子 29 4260 岡村 志織 ｵｶﾑﾗ ｼｵﾘ 松本市 2:05:57
ハーフ一般女子 30 4239 木村 千佳子 ｷﾑﾗ ﾁｶｺ 愛知県 2:06:09
ハーフ一般女子 31 4259 山田 有里佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ 安曇野市 2:06:56
ハーフ一般女子 32 4207 荒井 静江 ｱﾗｲ ｼｽﾞｴ 大町市 2:07:37 チーム・リセット
ハーフ一般女子 33 4308 鈴木 佑美 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 安曇野市 2:08:31 穂高病院
ハーフ一般女子 34 4329 太田 佳織 ｵｵﾀ ｶｵﾘ 安曇野市 2:09:09 橋本ＲＣ
ハーフ一般女子 35 4212 北沢 可奈子 ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅｺ 大町市 2:09:59
ハーフ一般女子 36 4318 鈴木 紫乃 ｽｽﾞｷ ｼﾉ 神奈川県 2:10:25
ハーフ一般女子 37 4337 田篠 厚子 ﾀｼﾉ ｱﾂｺ 飯綱町 2:11:49
ハーフ一般女子 38 4331 平林 智子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 諏訪市 2:12:00
ハーフ一般女子 39 4265 村山 美香 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｶ 千曲市 2:12:01 長野赤十字病院
ハーフ一般女子 40 4303 中嶋 秋子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ 安曇野市 2:12:23
ハーフ一般女子 41 4341 宮澤 真由美 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 長野市 2:12:33
ハーフ一般女子 42 4287 児野 雅代 ﾁｺﾞﾉ ﾏｻﾖ 安曇野市 2:13:59 ｅｔｔｅ
ハーフ一般女子 43 4282 八田 京子 ﾊｯﾀ ｷｮｳｺ 長野市 2:14:06
ハーフ一般女子 44 4218 春日 純子 ｶｽｶﾞ ｽﾐｺ 愛知県 2:15:07
ハーフ一般女子 45 4226 加藤 絵美子 ｶﾄｳ ｴﾐｺ 東京都 2:15:29
ハーフ一般女子 46 4301 傳刀 朱美 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 安曇野市 2:15:50
ハーフ一般女子 47 4310 日下 希代美 ｸｻｶ ｷﾖﾐ 新潟県 2:15:51
ハーフ一般女子 48 4362 増田 文 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔ 長野市 2:16:03
ハーフ一般女子 49 4294 石川 玲子 ｲｼｶﾜ ﾚｲｺ 愛知県 2:16:04
ハーフ一般女子 50 4258 齋藤 美里 ｻｲﾄｳ ﾐｻﾄ 松本市 2:16:20
ハーフ一般女子 51 4340 堤 陽子 ﾂﾂﾐ ﾖｳｺ 白馬村 2:16:20 親子ネットながの
ハーフ一般女子 52 4349 松山 香 ﾏﾂﾔﾏ ｶｵﾘ 長野市 2:16:38
ハーフ一般女子 53 4338 山崎 慶子 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｺ 東京都 2:16:55
ハーフ一般女子 54 4224 田上 郁実 ﾀｶﾞﾐ ｲｸﾐ 神奈川県 2:17:05
ハーフ一般女子 55 4324 竜野 麻里子 ﾀﾂﾉ ﾏﾘｺ 長野市 2:17:51
ハーフ一般女子 56 4250 唐澤 佐紀子 ｶﾗｻﾜ ｻｷｺ 松本市 2:18:26
ハーフ一般女子 57 4270 美谷島 加奈 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾅ 松本市 2:18:35 おひさまＲＣ
ハーフ一般女子 58 4343 橋本 千恵子 ﾊｼﾓﾄ ﾁｴｺ 長野市 2:19:24
ハーフ一般女子 59 4332 高橋 美由希 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 大町市 2:19:25
ハーフ一般女子 60 4330 鵜尾 唯 ｳｵ ﾕｲ 長野市 2:19:29
ハーフ一般女子 61 4342 岸谷 宏美 ｷｼﾀﾆ ﾋﾛﾐ 松本市 2:19:29
ハーフ一般女子 62 4344 畔地 多香子 ｱｾﾞﾁ ﾀｶｺ 上田市 2:20:18
ハーフ一般女子 63 4355 長谷部 あゆ美 ﾊｾﾍﾞ ｱﾕﾐ 長野市 2:20:37
ハーフ一般女子 64 4358 山岸 幸子 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾁｺ 東京都 2:20:46
ハーフ一般女子 65 4284 斉藤 むつみ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ 長野市 2:20:51
ハーフ一般女子 66 4333 加藤 睦美 ｶﾄｳ ﾑﾂﾐ 埼玉県 2:21:19 日本電子
ハーフ一般女子 67 4267 瀧澤 礼 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 大町市 2:21:20
ハーフ一般女子 68 4354 鍋島 佳穂里 ﾅﾍﾞｼﾏ ｶﾎﾘ 埼玉県 2:21:32
ハーフ一般女子 69 4257 青木 あづさ ｱｵｷ ｱﾂﾞｻ 長野市 2:21:43
ハーフ一般女子 70 4323 北澤 朋子 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 長野市 2:22:14
ハーフ一般女子 71 4357 宮崎 茉莉奈 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾘﾅ 長野市 2:22:59
ハーフ一般女子 72 4241 五十嵐 桃子 ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾓｺ 東御市 2:23:00
ハーフ一般女子 73 4298 長澤 美保 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾎ 安曇野市 2:24:32 おひさまＲＣ
ハーフ一般女子 74 4352 小高 久美子 ｺﾀｶ ｸﾐｺ 京都府 2:24:40
ハーフ一般女子 75 4353 室井 芳子 ﾑﾛｲ ﾖｼｺ 神奈川県 2:24:40
ハーフ一般女子 76 4325 松澤 恵子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｺ 白馬村 2:24:59 春木場ランラン
ハーフ一般女子 77 4268 奥谷 幸恵 ｵｸﾔ ﾕｷｴ 安曇野市 2:25:04
ハーフ一般女子 78 4213 山岸 希 ﾔﾏｷﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 大町市 2:25:06
ハーフ一般女子 79 4363 坪内 文音 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔﾈ 東京都 2:25:09
ハーフ一般女子 80 4315 高薄 英理 ﾀｶｽｽｷ ｴﾘ 長野市 2:25:12
ハーフ一般女子 81 4263 岡村 真理子 ｵｶﾑﾗ ﾏﾘｺ 長野市 2:26:02
ハーフ一般女子 82 4288 瓜田 香織 ｳﾘﾀ ｶｵﾘ 岐阜県 2:26:06 瓜田家
ハーフ一般女子 83 4201 木之下 恭子 ｷﾉｼﾀ ｷｮｳｺ 東京都 2:26:12 ＬＯＣＫＥＲＳ
ハーフ一般女子 84 4334 岡 雅代 ｵｶ ﾏｻﾖ 神奈川県 2:26:33
ハーフ一般女子 85 4295 山田 愛子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｺ 安曇野市 2:26:34
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ハーフ一般女子 86 4233 野口 素子 ﾉｸﾞﾁ ﾓﾄｺ 愛知県 2:26:42 名古屋工業大学
ハーフ一般女子 87 4254 細川 紗智穂 ﾎｿｶﾜ ｻﾁﾎ 東京都 2:27:14
ハーフ一般女子 88 4238 新井 美香 ｱﾗｲ ﾐｶ 長野市 2:27:41 チームおらほ
ハーフ一般女子 89 4305 内川 節子 ｳﾁｶﾜ ｾﾂｺ 安曇野市 2:28:06 穂高病院
ハーフ一般女子 90 4365 松橋 礼子 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｺ 信濃町 2:28:19
ハーフ一般女子 91 4237 水内 エリカ ﾐﾉﾁ ｴﾘｶ 長野市 2:28:29
ハーフ一般女子 92 4297 村上 しのぶ ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾌﾞ 松本市 2:28:51
ハーフ一般女子 93 4240 中東 みちる ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾐﾁﾙ 松本市 2:29:09
ハーフ一般女子 94 4286 徳武 清花 ﾄｸﾀｹ ｻﾔｶ 栄村 2:29:43
ハーフ一般女子 95 4351 高橋 有美花 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｶ 大町市 2:30:00 大町岳陽高校
ハーフ一般女子 96 4255 須田 真依子 ｽﾀﾞ ﾏｲｺ 長野市 2:30:03 東京マラソン倶楽部
ハーフ一般女子 97 4245 伊藤 チカ ｲﾄｳ ﾁｶ 上田市 2:30:06
ハーフ一般女子 98 4228 秋山 久瑠美 ｱｷﾔﾏ ｸﾙﾐ 長野市 2:30:06
ハーフ一般女子 99 4302 上野 あやみ ｳｴﾉ ｱﾔﾐ 木祖村 2:30:25 株式会社ハートリンク
ハーフ一般女子 100 4243 後藤 真季子 ｺﾞﾄｳ ﾏｷｺ 東京都 2:30:50
ハーフ一般女子 101 4227 森 正美 ﾓﾘ ﾏｻﾐ 東京都 2:31:00
ハーフ一般女子 102 4336 田島 美佳 ﾀｼﾞﾏ ﾐｶ 安曇野市 2:32:44
ハーフ一般女子 103 4208 仲澤 早央里 ﾅｶｻﾞﾜ ｻｵﾘ 松川村 2:32:49 チーム・リセット
ハーフ一般女子 104 4235 曽根 柔 ｿﾈ ﾔﾜﾗ 愛知県 2:32:55 村田機械株式会社
ハーフ一般女子 105 4313 福嶋 史奈 ﾌｸｼﾏ ﾐﾅ 長野市 2:33:16
ハーフ一般女子 106 4364 三井 亜紀 ﾐﾂｲ ｱｷ 長野市 2:33:58
ハーフ一般女子 107 4328 芋川 ゆかり ｲﾓｶﾞﾜ ﾕｶﾘ 中野市 2:35:01 ひまわり保育園
ハーフ一般女子 108 4359 荒幡 久美子 ｱﾗﾊﾀ ｸﾐｺ 大町市 2:35:09
ハーフ一般女子 109 4356 馬場 史織 ﾊﾞﾊﾞ ｼｵﾘ 千葉県 2:35:35
ハーフ一般女子 110 4306 中薗 あゆみ ﾅｶｿﾞﾉ ｱﾕﾐ 愛知県 2:35:45
ハーフ一般女子 111 4216 渡邉 有利枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｴ 愛知県 2:36:53
ハーフ一般女子 112 4256 中島 由起子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷｺ 松本市 2:37:44
ハーフ一般女子 113 4261 谷口 さゆり ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾕﾘ 長野市 2:37:52 千曲川河川事務所
ハーフ一般女子 114 4307 松本 純子 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 2:38:22 愛知学院
ハーフ一般女子 115 4271 桃原 かな子 ﾄｳﾊﾞﾙ ｶﾅｺ 神奈川県 2:38:23
ハーフ一般女子 116 4299 小平 真理 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 南箕輪村 2:38:55 侍ＡＣ
ハーフ一般女子 117 4203 松浦 実穂 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 大町市 2:40:11
ハーフ一般女子 118 4234 瓶原 陽子 ﾐｶﾉﾊﾗ ﾖｳｺ 奈良県 2:41:06
ハーフ一般女子 119 4319 横山 いずみ ﾖｺﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 塩尻市 2:41:48
ハーフ一般女子 120 4272 後藤 麻有 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕ 岐阜県 2:41:59
ハーフ一般女子 121 4273 後藤 理絵 ｺﾞﾄｳ ﾘｴ 岐阜県 2:41:59
ハーフ一般女子 122 4312 鬼頭 美絵 ｷﾄｳ ﾐｴ 長野市 2:42:24
ハーフ一般女子 123 4269 高橋 博代 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾖ 埼玉県 2:43:08
ハーフ一般女子 124 4291 窪田 友貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 東京都 2:43:28
ハーフ一般女子 125 4217 正木 美雪 ﾏｻｷ ﾐﾕｷ 東京都 2:44:13
ハーフ一般女子 126 4236 西村 陽子 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ 兵庫県 2:44:41 芦屋浜ＡＣ
ハーフ一般女子 127 4290 小磯 由佳 ｺｲｿ ﾕｶ 東京都 2:44:52
ハーフ一般女子 128 4322 山本 良江 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｴ 山ﾉ内町 2:45:12
ハーフ一般女子 129 4220 磯崎 絵津子 ｲｿｻﾞｷ ｴﾂｺ 東京都 2:46:05
ハーフ一般女子 130 4204 井出 恵実 ｲﾃﾞ ｴﾐ 上田市 2:46:53
ハーフ一般女子 131 4346 鈴木 恵里春 ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ 長野市 2:47:02
ハーフ一般女子 132 4275 宮島 和子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｺ 松本市 2:47:27
ハーフ一般女子 133 4285 瀧澤 こずえ ﾀｷｻﾞﾜ ｺｽﾞｴ 松本市 2:48:25
ハーフ一般女子 134 4316 小山田 優衣 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 長野市 2:49:09
ハーフ一般女子 135 4314 岩間 夏希 ｲﾜﾏ ﾅﾂｷ 長野市 2:49:09
ハーフ一般女子 136 4350 塩見 真紀 ｼｵﾐ ﾏｷ 東京都 2:49:35
ハーフ一般女子 137 4252 福澤 聖 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋｼﾞﾘ 東京都 2:53:27
ハーフ一般女子 138 4249 福島 惠美 ﾌｸｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 中野市 2:54:16 タートルズ
ハーフ一般女子 139 4225 佐藤 佳代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ 愛知県 2:56:09
ハーフ一般女子 140 4326 中出 絢子 ﾅｶﾃﾞ ｱﾔｺ 松本市 2:57:03
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ハーフ壮年女子５０歳代 1 3502 栗山 るり子 ｸﾘﾔﾏ ﾙﾘｺ 北海道 1:35:36 ちばりよ～ＲＣ
ハーフ壮年女子５０歳代 2 4947 森 恵子 ﾓﾘ ｹｲｺ 長野市 1:38:07 新町病院
ハーフ壮年女子５０歳代 3 4961 曽根 千鶴 ｿﾈ ﾁﾂﾞﾙ 京都府 1:41:54 三段池ＲＣ
ハーフ壮年女子５０歳代 4 4901 松本 こずえ ﾏﾂﾓﾄ ｺｽﾞｴ 長野市 1:42:19 ホリデイ
ハーフ壮年女子５０歳代 5 4931 岡井 ゆかり ｵｶｲ ﾕｶﾘ 京都府 1:46:37
ハーフ壮年女子５０歳代 6 4942 宮崎 裕子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺ 北海道 1:50:39 緑Ｔ軍団
ハーフ壮年女子５０歳代 7 4948 渡辺 明子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 上田市 1:50:55
ハーフ壮年女子５０歳代 8 3501 桑原 玲子 ｸﾜﾊﾗ ﾚｲｺ 栃木県 1:51:09
ハーフ壮年女子５０歳代 9 4943 矢野 かおり ﾔﾉ ｶｵﾘ 北海道 1:52:25
ハーフ壮年女子５０歳代 10 4945 加藤 千晴 ｶﾄｳ ﾁﾊﾙ 宮田村 1:54:22 伊那フィル奏走会
ハーフ壮年女子５０歳代 11 4919 和田 純子 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 長野市 1:56:15
ハーフ壮年女子５０歳代 12 4951 横山 洋子 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｺ 東京都 1:57:53
ハーフ壮年女子５０歳代 13 4965 鷲田 ことじ ﾜｼﾀﾞ ｺﾄｼﾞ 東京都 2:00:08
ハーフ壮年女子５０歳代 14 4923 末田 優子 ｽｴﾀ ﾕｳｺ 東京都 2:03:10
ハーフ壮年女子５０歳代 15 4963 笠原 千代子 ｶｻﾊﾗ ﾁﾖｺ 長野市 2:03:14 中電長野
ハーフ壮年女子５０歳代 16 4954 塚田 恵利子 ﾂｶﾀﾞ ｴﾘｺ 長野市 2:03:59
ハーフ壮年女子５０歳代 17 4955 竹内 嘉代子 ﾀｹｳﾁ ｶﾖｺ 中野市 2:05:56 山ノ内町社協
ハーフ壮年女子５０歳代 18 4911 鞠子 玲子 ﾏﾘｺ ﾚｲｺ 岐阜県 2:07:38
ハーフ壮年女子５０歳代 19 4950 荻野 みゆき ｵｷﾞﾉ ﾐﾕｷ 塩尻市 2:10:13
ハーフ壮年女子５０歳代 20 4928 寺島 千津子 ﾃﾗｼﾏ ﾁﾂﾞｺ 長野市 2:10:47 ももたろう
ハーフ壮年女子５０歳代 21 4907 今滝 一登美 ｲﾏﾀｷ ﾋﾄﾐ 大町市 2:12:30 ＺＥＲＯＲｕｎ
ハーフ壮年女子５０歳代 22 4917 山賀 美恵 ﾔﾏｶﾞ ﾖｼｴ 東京都 2:13:17
ハーフ壮年女子５０歳代 23 4962 内山 正子 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｺ 大町市 2:13:40
ハーフ壮年女子５０歳代 24 4925 山崎 邦子 ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾆｺ 上田市 2:13:41
ハーフ壮年女子５０歳代 25 4920 花田 千晴 ﾊﾅﾀﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県 2:16:33
ハーフ壮年女子５０歳代 26 4935 長崎 住江 ﾅｶﾞｻｷ ｽﾐｴ 松本市 2:16:56
ハーフ壮年女子５０歳代 27 4936 吉本 臣子 ﾖｼﾓﾄ ﾄﾐｺ 東京都 2:17:21 おおしお市民農園ＲＣ
ハーフ壮年女子５０歳代 28 4952 木村 ひとみ ｷﾑﾗ ﾋﾄﾐ 神奈川県 2:18:41
ハーフ壮年女子５０歳代 29 4940 笹瀬 しのぶ ｻｻｾ ｼﾉﾌﾞ 東京都 2:19:07
ハーフ壮年女子５０歳代 30 4910 吉田 貴子 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｺ 大町市 2:20:06
ハーフ壮年女子５０歳代 31 4912 横澤 忍 ﾖｺｻﾜ ｼﾉﾌﾞ 大町市 2:20:12 チーム・リセット
ハーフ壮年女子５０歳代 32 4937 小出 和子 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞｺ 群馬県 2:20:27
ハーフ壮年女子５０歳代 33 4929 小阪 たか子 ｺｻｶ ﾀｶｺ 安曇野市 2:20:48
ハーフ壮年女子５０歳代 34 4958 赤間 美紀 ｱｶﾏ ﾐｷ 福岡県 2:21:04
ハーフ壮年女子５０歳代 35 4959 川浦 めぐみ ｶﾜｳﾗ ﾒｸﾞﾐ 長野市 2:23:16
ハーフ壮年女子５０歳代 36 4908 澁谷 元美 ｼﾌﾞﾔ ﾓﾄﾐ 小谷村 2:23:38
ハーフ壮年女子５０歳代 37 4944 片井 厚子 ｶﾀｲ ｱﾂｺ 長野市 2:23:42 篠ノ井ＲＣ
ハーフ壮年女子５０歳代 38 4909 渡辺 美知子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｺ 新潟県 2:24:14
ハーフ壮年女子５０歳代 39 4932 石原 洋子 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｺ 須坂市 2:28:33
ハーフ壮年女子５０歳代 40 4904 内藤 美恵子 ﾅｲﾄｳ ﾐｴｺ 愛知県 2:30:07
ハーフ壮年女子５０歳代 41 4964 土肥 智子 ﾄﾞｲ ﾄﾓｺ 東京都 2:30:31
ハーフ壮年女子５０歳代 42 4934 跡見 文子 ｱﾄﾐ ｱﾔｺ 静岡県 2:31:07 マロン
ハーフ壮年女子５０歳代 43 4916 鳥山 美刀志 ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾄｼ 神奈川県 2:31:09
ハーフ壮年女子５０歳代 44 4913 中谷 美加 ﾅｶﾀﾆ ﾐｶ 大町市 2:31:34 チーム・リセット
ハーフ壮年女子５０歳代 45 4906 船坂 園美 ﾌﾅｻｶ ｿﾉﾐ 安曇野市 2:31:37
ハーフ壮年女子５０歳代 46 4966 草場 光世 ｸｻﾊﾞ ﾐﾂﾖ 東京都 2:33:44
ハーフ壮年女子５０歳代 47 4956 梶川 宏美 ｶｼﾞｶﾜ ﾋﾛﾐ 安曇野市 2:33:48
ハーフ壮年女子５０歳代 48 4946 伊藤 武美 ｲﾄｳ ﾀｹﾐ 長野市 2:33:48
ハーフ壮年女子５０歳代 49 4915 高瀬 佳子 ﾀｶｾ ﾖｼｺ 神奈川県 2:34:04
ハーフ壮年女子５０歳代 50 4949 鹿野 恵子 ｼｶﾉ ｹｲｺ 岐阜県 2:34:04
ハーフ壮年女子５０歳代 51 4924 原田 みつる ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ 岐阜県 2:35:23 ウィングラン飛
ハーフ壮年女子５０歳代 52 4933 桑原 優子 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳｺ 富山県 2:35:58 城山クラブ
ハーフ壮年女子５０歳代 53 4914 西澤 公子 ﾆｼｻﾞﾜ ｷﾐｺ 大町市 2:39:17 チーム・リセット
ハーフ壮年女子５０歳代 54 4903 藤森 みさき ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐｻｷ 岡谷市 2:39:56
ハーフ壮年女子５０歳代 55 4905 梶原 恵子 ｶｼﾞﾊﾗ ｹｲｺ 山梨県 2:44:02 潮風ランナーズ
ハーフ壮年女子５０歳代 56 4953 平林 恵子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 大町市 2:45:55
ハーフ壮年女子５０歳代 57 4921 高橋 三差代 ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾖ 山梨県 2:47:57
ハーフ壮年女子５０歳代 58 4960 足立 春美 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾐ 上田市 2:55:54
ハーフ壮年女子６０歳以上 1 5033 酒井 悦子 ｻｶｲ ｴﾂｺ 安曇野市 1:48:09 チームのこのこ
ハーフ壮年女子６０歳以上 2 5030 川平 清江 ｶﾜﾋﾗ ｷﾖｴ 東京都 1:52:57
ハーフ壮年女子６０歳以上 3 5017 中谷 さゆみ ﾅｶﾔ ｻﾕﾐ 辰野町 1:57:04
ハーフ壮年女子６０歳以上 4 5037 原 たけ子 ﾊﾗ ﾀｹｺ 長野市 1:57:11
ハーフ壮年女子６０歳以上 5 5032 高田 敬子 ﾀｶﾀ ｹｲｺ 神奈川県 2:00:33
ハーフ壮年女子６０歳以上 6 5036 河村 淑子 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼｺ 中野市 2:05:59 信州中野楽走会
ハーフ壮年女子６０歳以上 7 5006 松村 麻理子 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾘｺ 白馬村 2:08:11 白馬ＲＣ
ハーフ壮年女子６０歳以上 8 5018 芹澤 久美子 ｾﾘｻﾞﾜ ｸﾐｺ 池田町 2:08:51
ハーフ壮年女子６０歳以上 9 5007 酒井 順子 ｻｶｲ 石川県 2:10:41
ハーフ壮年女子６０歳以上 10 5016 高橋 てる子 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙｺ 南木曽町 2:11:05 ランランラン
ハーフ壮年女子６０歳以上 11 5042 吉原 薫子 ﾖｼﾊﾗ ｼｹﾞｺ 長野市 2:13:42
ハーフ壮年女子６０歳以上 12 5011 一井 良 ｲﾁｲ ﾘｮｳ 白馬村 2:13:43 白馬村ランニングクラブ
ハーフ壮年女子６０歳以上 13 5031 村田 まり子 ﾑﾗﾀ ﾏﾘｺ 長野市 2:16:37
ハーフ壮年女子６０歳以上 14 5022 青木 三枝子 ｱｵｷ ﾐｴｺ 長野市 2:17:54
ハーフ壮年女子６０歳以上 15 5035 五嶋 千恵子 ｺﾞﾄｳ ﾁｴｺ 千葉県 2:18:06
ハーフ壮年女子６０歳以上 16 5028 中村 紀久江 ﾅｶﾑﾗ ｷｸｴ 埼玉県 2:21:41 中村走友会
ハーフ壮年女子６０歳以上 17 5025 北沢 伸子 ｷﾀｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 宮田村 2:24:00
ハーフ壮年女子６０歳以上 18 5044 後藤 久美子 ｺﾞﾄｳ ｸﾐｺ 長野市 2:25:24
ハーフ壮年女子６０歳以上 19 5015 浅井 千代江 ｱｻｲ ﾁﾖｴ 埼玉県 2:25:35
ハーフ壮年女子６０歳以上 20 5012 大久保 直子 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｺ 大町市 2:25:58 チーム・リセット
ハーフ壮年女子６０歳以上 21 5014 小林 雅子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ 東京都 2:31:16 ロンドＲＣ
ハーフ壮年女子６０歳以上 22 5024 魚住 靜子 ｳｵｽﾞﾐ ｼｽﾞｺ 岐阜県 2:31:53
ハーフ壮年女子６０歳以上 23 5041 足立 典子 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｺ 京都府 2:33:24
ハーフ壮年女子６０歳以上 24 5010 窪田 民子 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾐｺ 大町市 2:36:35
ハーフ壮年女子６０歳以上 25 3601 桑原 明子 ｸﾜﾊﾗ ｱｷｺ 宮城県 2:38:43 松島歓送会
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ハーフ壮年女子６０歳以上 26 5013 川崎 順子 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 長野市 2:39:34 朝日生命
ハーフ壮年女子６０歳以上 27 5019 吉沢 代志子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼｺ 長野市 2:40:45
ハーフ壮年女子６０歳以上 28 5008 河合 たか子 ｶﾜｲ ﾀｶｺ 東京都 2:44:22
ハーフ壮年女子６０歳以上 29 5003 森 初代 ﾓﾘ ﾊﾂﾖ 福井県 2:47:00
ハーフ壮年女子６０歳以上 30 5038 江藤 輝代 ｴﾄｳ ﾃﾙﾖ 埼玉県 2:47:14
ハーフ壮年女子６０歳以上 31 5021 上平 知子 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｺ 愛知県 2:47:32 碧南健走会
ハーフ壮年女子６０歳以上 32 5001 山口 やよい ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾖｲ 小諸市 2:48:46
ハーフ壮年女子６０歳以上 33 5020 岩下 美知代 ｲﾜｼﾀ ﾐﾁﾖ 長野市 2:55:02
ハーフ壮年女子６０歳以上 34 5002 中村 茂子 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｺ 安曇野市 2:57:32
ハーフ壮年女子６０歳以上 35 5009 宮尾 美江子 ﾐﾔｵ ﾐｴｺ 長野市 2:59:38
ハーフ壮年女子６０歳以上 36 5043 澤田 美恵子 ｻﾜﾀﾞ ﾐｴｺ 愛知県 3:02:18
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１０ｋｍ一般女子 1 6102 高田 佐知恵 ﾀｶﾀﾞ ｻﾁｴ 神奈川県 0:43:54 ４兄弟と嫁と子
１０ｋｍ一般女子 2 6681 丸山 理矢 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾔ 小谷村 0:48:44
１０ｋｍ一般女子 3 6692 島田 浩美 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 長野市 0:48:51 ｃｈ．ｂｏｏｋｓ
１０ｋｍ一般女子 4 6679 松島 加奈 ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ 安曇野市 0:49:01
１０ｋｍ一般女子 5 6603 礒部 稔梨 ｲｿﾍﾞ ﾐﾉﾘ 千葉県 0:49:58
１０ｋｍ一般女子 6 6632 山岸 舞 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｲ 下諏訪町 0:50:04
１０ｋｍ一般女子 7 6589 久保田 百合子 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾘｺ 上田市 0:50:15
１０ｋｍ一般女子 8 6654 吉川 さぎり ﾖｼｶﾜ ｻｷﾞﾘ 松本市 0:51:01
１０ｋｍ一般女子 9 6677 横川 恵理子 ﾖｺｶﾜ ｴﾘｺ 大町市 0:52:24
１０ｋｍ一般女子 10 6546 仲村 美沙 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻ 松本市 0:52:26 松本信用金庫
１０ｋｍ一般女子 11 6684 渡辺 野みち ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾐﾁ 大町市 0:52:27
１０ｋｍ一般女子 12 6588 宮下 紗采 ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 東御市 0:52:27
１０ｋｍ一般女子 13 6685 堀内 ミユキ ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｷ 大町市 0:53:56
１０ｋｍ一般女子 14 6569 塚田 里美 ﾂｶﾀﾞ ｻﾄﾐ 長野市 0:54:37
１０ｋｍ一般女子 15 6695 北澤 恵美 ｷﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 大町市 0:54:44 俵屋飯店
１０ｋｍ一般女子 16 6599 高橋 雅 ﾀｶﾊｼ ﾐﾔﾋﾞ 松本市 0:55:05
１０ｋｍ一般女子 17 6661 久保野谷 郁子 ｸﾎﾞﾉﾔ ｲｸｺ 長野市 0:55:36
１０ｋｍ一般女子 18 6629 宮坂 秋穂 ﾐﾔｻｶ ｱｷﾎ 愛知県 0:56:05 株式会社ミヤサカ
１０ｋｍ一般女子 19 6506 三村 博子 ﾐﾑﾗ ﾋﾛｺ 長野市 0:56:12
１０ｋｍ一般女子 20 6602 礒部 朱里 ｲｿﾍﾞ ｱｶﾘ 千葉県 0:56:15
１０ｋｍ一般女子 21 6596 折敷地 香 ｵｼｷｼﾞ ｶｵﾘ 岐阜県 0:56:27
１０ｋｍ一般女子 22 6651 渡邉 聖良 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾗ 福島県 0:56:32 チーム汐笑大好き福島
１０ｋｍ一般女子 23 6585 松原 由貴子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｷｺ 松本市 0:56:32
１０ｋｍ一般女子 24 6606 武田 知津子 ﾀｹﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ 安曇野市 0:56:48 ８２ＨＯＴＡＫＡ
１０ｋｍ一般女子 25 6701 柳澤 麻友子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾕｺ 東京都 0:56:57
１０ｋｍ一般女子 26 6707 青木 瑞葉 ｱｵｷ ﾐｽﾞﾊ 松本市 0:56:57 ＴＫＣ
１０ｋｍ一般女子 27 6617 手塚 果歩里 ﾃﾂﾞｶ ｶﾎﾘ 山梨県 0:57:06
１０ｋｍ一般女子 28 6690 島崎 涼子 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 松本市 0:57:34
１０ｋｍ一般女子 29 6696 山田 初美 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾂﾐ 岐阜県 0:57:36
１０ｋｍ一般女子 30 6532 渡辺 楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 新潟県 0:58:01
１０ｋｍ一般女子 31 6694 繁田 美香 ｼｹﾞﾀ ﾐｶ 長野市 0:58:53
１０ｋｍ一般女子 32 6540 栗林 恵美子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｴﾐｺ 大町市 0:58:54 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 33 6514 竹内 京子 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｺ 大町市 0:59:19
１０ｋｍ一般女子 34 6605 渡辺 加奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 安曇野市 0:59:30 ８２ＨＯＴＡＫＡ
１０ｋｍ一般女子 35 6625 関根 身知子 ｾｷﾈ ﾐﾁｺ 埼玉県 0:59:39
１０ｋｍ一般女子 36 6630 筒井 きよ子 ﾂﾂｲ ｷﾖｺ 京都府 0:59:44 まらそんのつぼ
１０ｋｍ一般女子 37 6501 梅澤 孝子 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｶｺ 北海道 0:59:46
１０ｋｍ一般女子 38 6504 山口 すみ子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐｺ 松本市 1:00:00
１０ｋｍ一般女子 39 6680 大久保 恭子 ｵｵｸﾎﾞ ｷｮｳｺ 神奈川県 1:00:27
１０ｋｍ一般女子 40 6647 草間 かおり ｸｻﾏ ｶｵﾘ 長野市 1:00:43
１０ｋｍ一般女子 41 6579 水石 元美 ﾐｽﾞｲｼ ﾓﾄﾐ 群馬県 1:00:59 毛呂看専陸上部
１０ｋｍ一般女子 42 6662 丸山 真由美 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾕﾐ 大町市 1:01:35
１０ｋｍ一般女子 43 6511 丸山 菊子 ﾏﾙﾔﾏ ｷｸｺ 伊那市 1:01:50
１０ｋｍ一般女子 44 6609 湯川 洋子 ﾕｶﾜ ﾖｳｺ 木祖村 1:01:51 ランランラン
１０ｋｍ一般女子 45 6556 細川 美記 ﾎｿｶﾜ ﾐｷ 諏訪市 1:02:03
１０ｋｍ一般女子 46 6631 塩田 昌子 ｼｵﾀ ﾏｻｺ 京都府 1:02:08 マラソンのツボ
１０ｋｍ一般女子 47 6518 矢口 光子 ﾔｸﾞﾁ ﾐﾂｺ 松川村 1:02:09 松川村ＡＣ
１０ｋｍ一般女子 48 6583 芦澤 美香 ｱｼｻﾞﾜ ﾐｶ 東京都 1:02:13 ＬＯＣＫＥＲＳ
１０ｋｍ一般女子 49 6689 秋本 江里子 ｱｷﾓﾄ ｴﾘｺ 東京都 1:02:20
１０ｋｍ一般女子 50 6608 山崎 玲子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｺ 諏訪市 1:02:21
１０ｋｍ一般女子 51 6675 小林 すみ子 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｺ 長野市 1:02:27
１０ｋｍ一般女子 52 6623 小池 由紀 ｺｲｹ ﾕｷ 長野市 1:02:27
１０ｋｍ一般女子 53 6615 渡辺 佳子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ 松本市 1:02:28
１０ｋｍ一般女子 54 6553 吉野 愛香 ﾖｼﾉ ｱｲｶ 東京都 1:02:39
１０ｋｍ一般女子 55 6572 竹腰 史佳 ﾀｹｺｼ ﾌﾐｶ 大町市 1:02:50
１０ｋｍ一般女子 56 6587 浦野 久美 ｳﾗﾉ ｸﾐ 安曇野市 1:03:07
１０ｋｍ一般女子 57 6600 倉沢 江理子 ｸﾗｻﾜ ｴﾘｺ 塩尻市 1:03:10
１０ｋｍ一般女子 58 6564 西田 英里 ﾆｼﾀﾞ ｴﾘ 長野市 1:03:11
１０ｋｍ一般女子 59 6702 木村 千里 ｷﾑﾗ ﾁｻﾄ 千曲市 1:03:12
１０ｋｍ一般女子 60 6510 北村 勝美 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾐ 滋賀県 1:03:19
１０ｋｍ一般女子 61 6645 青沼 良実 ｱｵﾇﾏ ﾖｼﾐ 長野市 1:03:26
１０ｋｍ一般女子 62 6580 中林 憲子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ 静岡県 1:03:39
１０ｋｍ一般女子 63 6663 永原 佳誉 ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾖ 安曇野市 1:03:44
１０ｋｍ一般女子 64 6547 横道 佑果 ﾖｺﾐﾁ ﾕｶ 塩尻市 1:03:46 松本信用金庫
１０ｋｍ一般女子 65 6664 井上 琴美 ｲﾉｳｴ ｺﾄﾐ 東京都 1:04:21
１０ｋｍ一般女子 66 6665 小林 幸子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 東京都 1:04:27
１０ｋｍ一般女子 67 6557 渡辺 由枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｴ 安曇野市 1:04:31
１０ｋｍ一般女子 68 6517 渡辺 朋美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 松本市 1:04:39 チームぷるるん
１０ｋｍ一般女子 69 6639 松原 久美子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾐｺ 木曽町 1:04:51
１０ｋｍ一般女子 70 6528 飯浜 直美 ｲｲﾊﾏ ﾅｵﾐ 小諸市 1:04:52
１０ｋｍ一般女子 71 6523 三澤 登美子 ﾐｻﾜ ﾄﾐｺ 安曇野市 1:04:53
１０ｋｍ一般女子 72 6555 安間 春美 ﾔｽﾏ ﾊﾙﾐ 静岡県 1:05:04
１０ｋｍ一般女子 73 6592 西山 美香 ﾆｼﾔﾏ ﾐｶ 神奈川県 1:05:04
１０ｋｍ一般女子 74 6644 奥江 祐子 ｵｸｴ ﾕｳｺ 神奈川県 1:05:07 ハウス
１０ｋｍ一般女子 75 6601 鈴木 裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 松本市 1:05:23
１０ｋｍ一般女子 76 6522 矢野口 美恵子 ﾔﾉｸﾁ ﾐｴｺ 安曇野市 1:05:25
１０ｋｍ一般女子 77 6586 本土 圭子 ﾎﾝﾄﾞ ｹｲｺ 東京都 1:05:53
１０ｋｍ一般女子 78 6706 猪野 裕子 ｲﾉ ﾋﾛｺ 大阪府 1:06:13
１０ｋｍ一般女子 79 6578 柳澤 利沙 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｻ 群馬県 1:06:17 毛呂看専陸上部
１０ｋｍ一般女子 80 6676 小島 淑惠 ｺｼﾞﾏ ﾖｼｴ 東京都 1:06:35
１０ｋｍ一般女子 81 6691 西澤 志帆 ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻市 1:06:35
１０ｋｍ一般女子 82 6502 熊井 知美 ｸﾏｲ ﾄﾓﾐ 松本市 1:06:41
１０ｋｍ一般女子 83 6594 岩渕 真紀子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏｷｺ 安曇野市 1:06:42
１０ｋｍ一般女子 84 6697 竹元 萌葉 ﾀｹﾓﾄ ﾓｴﾊ 長野市 1:06:43
１０ｋｍ一般女子 85 6682 平瀬 佳美 ﾋﾗｾ ﾖｼﾐ 石川県 1:07:10
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１０ｋｍ一般女子 86 6607 仁科 希 ﾆｼﾅ ﾉｿﾞﾐ 大町市 1:07:15
１０ｋｍ一般女子 87 6619 宮川 美帆 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐﾎ 安曇野市 1:07:33
１０ｋｍ一般女子 88 6509 杉浦 信子 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾌﾞｺ 愛知県 1:07:34
１０ｋｍ一般女子 89 6559 森上 志津奈 ﾓﾘｶﾐ ｼﾂﾞﾅ 愛知県 1:07:34
１０ｋｍ一般女子 90 6526 藤原 友瑞 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ 伊那市 1:07:45
１０ｋｍ一般女子 91 6643 村田 美枝 ﾑﾗﾀ ﾐｴ 長野市 1:07:49
１０ｋｍ一般女子 92 6642 小林 美恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｴ 長野市 1:07:49
１０ｋｍ一般女子 93 6538 西沢 和美 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 安曇野市 1:07:53 穂高病院
１０ｋｍ一般女子 94 6568 金井 美和子 ｶﾅｲ ﾐﾜｺ 千葉県 1:08:03 ＪＡＬ　ＲＣ
１０ｋｍ一般女子 95 6507 久保田 やす子 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｺ 安曇野市 1:08:07 チームのこのこ
１０ｋｍ一般女子 96 6525 久保田 睦美 ｸﾎﾞﾀ ﾑﾂﾐ 駒ヶ根市 1:08:20
１０ｋｍ一般女子 97 6659 吉村 伸子 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 岐阜県 1:08:26 Ｔｅａｍ　汐笑
１０ｋｍ一般女子 98 6674 渡辺 さおり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｵﾘ 東京都 1:09:07 多摩川クラブ
１０ｋｍ一般女子 99 6671 長内 志帆 ｵｻﾅｲ ｼﾎ 松川村 1:09:24
１０ｋｍ一般女子 100 6620 村松 空美 ﾑﾗﾏﾂ ｳﾂﾐ 長野市 1:09:39
１０ｋｍ一般女子 101 6563 久保田 妙子 ｸﾎﾞﾀ ﾀｴｺ 伊那市 1:09:49
１０ｋｍ一般女子 102 6541 宮本 あずさ ﾐﾔﾓﾄ ｱｽﾞｻ 大町市 1:09:50 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 103 6544 福島 和美 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾐ 大町市 1:09:51 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 104 6565 涌井 真知子 ﾜｸｲ ﾏﾁｺ 東京都 1:10:01
１０ｋｍ一般女子 105 6548 竹中 麻希子 ﾀｹﾅｶ ﾏｷｺ 東京都 1:10:06
１０ｋｍ一般女子 106 6558 松沢 則子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾘｺ 長野市 1:10:07
１０ｋｍ一般女子 107 6687 松島 ゆき ﾏﾂｼﾏ ﾕｷ 大町市 1:10:21
１０ｋｍ一般女子 108 6527 山口 真由美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ 岐阜県 1:10:47
１０ｋｍ一般女子 109 6669 井上 直美 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾐ 松本市 1:10:48
１０ｋｍ一般女子 110 6668 水畑 佑美 ﾐｽﾞﾊﾀ ﾕﾐ 松本市 1:10:48
１０ｋｍ一般女子 111 6513 乕若 ゆみ花 ﾄﾗﾜｶ ﾕﾐｶ 滋賀県 1:10:50 チームめだか
１０ｋｍ一般女子 112 6613 上條 明子 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｷｺ 箕輪町 1:11:27
１０ｋｍ一般女子 113 6530 小高 洋子 ｺﾀｶ ﾖｳｺ 白馬村 1:11:49
１０ｋｍ一般女子 114 6542 宮田 明子 ﾐﾔﾀ ｱｷｺ 大町市 1:11:50 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 115 6520 西澤 康子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾔｽｺ 大町市 1:11:51
１０ｋｍ一般女子 116 6598 尾形 朱美 ｵｶﾞﾀ ｱｹﾐ 埼玉県 1:11:55
１０ｋｍ一般女子 117 6536 山田 木實 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉﾐ 茨城県 1:11:56 このみ薬局
１０ｋｍ一般女子 118 6535 宮澤 節子 ﾐﾔｻﾞﾜ ｾﾂｺ 長野市 1:11:59
１０ｋｍ一般女子 119 6503 岩波 みよ子 ｲﾜﾅﾐ ﾐﾖｺ 岡谷市 1:12:07
１０ｋｍ一般女子 120 6519 森谷 真樹子 ﾓﾘﾀﾆ ﾏｷｺ 大町市 1:12:12
１０ｋｍ一般女子 121 6593 山崎 香子 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳｺ 松本市 1:12:21
１０ｋｍ一般女子 122 6683 仁科 光絵 ﾆｼﾅ ﾐﾂｴ 大町市 1:12:34 ゆったり部
１０ｋｍ一般女子 123 6658 矢吹 久美子 ﾔﾌﾞｷ ｸﾐｺ 神奈川県 1:12:42
１０ｋｍ一般女子 124 6634 田原 咲子 ﾀﾊﾗ ｻｷｺ 大桑村 1:12:44
１０ｋｍ一般女子 125 6693 星野 智世 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾖ 長野市 1:13:05 ｃｈ．ｂｏｏｋｓ
１０ｋｍ一般女子 126 6667 山口 千賀子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶﾞｺ 北相木村 1:13:51
１０ｋｍ一般女子 127 6635 佐塚 百合子 ｻﾂｶ ﾕﾘｺ 愛知県 1:13:59
１０ｋｍ一般女子 128 6655 石原 りか子 ｲｼﾊﾗ ﾘｶｺ 愛知県 1:14:02
１０ｋｍ一般女子 129 6543 丸山 結花 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶ 池田町 1:14:19 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 130 6595 後藤 敦子 ｺﾞﾄｳ ｱﾂｺ 愛知県 1:14:43
１０ｋｍ一般女子 131 6539 宮本 安枝 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｴ 大町市 1:14:47 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 132 6524 渡部 美香子 ﾜﾀﾍﾞ ﾐｶｺ 大町市 1:15:01
１０ｋｍ一般女子 133 6545 太田 和代 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖ 大町市 1:15:03 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 134 6656 大井 ちひろ ｵｵｲ ﾁﾋﾛ 松本市 1:15:16
１０ｋｍ一般女子 135 6516 西澤 悦子 ﾆｼｻﾞﾜ ｴﾂｺ 大町市 1:15:28
１０ｋｍ一般女子 136 6531 松澤 美和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾜ 長野市 1:15:37
１０ｋｍ一般女子 137 6591 中井 恵美子 ﾅｶｲ ｴﾐｺ 岐阜県 1:15:47
１０ｋｍ一般女子 138 6560 和田 実奈 ﾜﾀﾞ ﾐﾅ 長野市 1:16:06
１０ｋｍ一般女子 139 6537 小久保 和芽子 ｺｸﾎﾞ ﾜｶｺ 東京都 1:16:20
１０ｋｍ一般女子 140 6660 田中 和恵 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｴ 山梨県 1:16:25 三珠走ろう会
１０ｋｍ一般女子 141 6611 小澤 弥生 ｵｻﾞﾜ ﾔﾖｲ 塩尻市 1:16:29
１０ｋｍ一般女子 142 6610 涌井 亜紀 ﾜｸｲ ｱｷ 安曇野市 1:16:29
１０ｋｍ一般女子 143 6561 和田 理佳 ﾜﾀﾞ ﾘｶ 長野市 1:16:31
１０ｋｍ一般女子 144 6636 岸本 征子 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｺ 岐阜県 1:16:48
１０ｋｍ一般女子 145 6549 宮本 浩子 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｺ 茨城県 1:17:01
１０ｋｍ一般女子 146 6573 井上 納弥 ｲﾉｳｴ ﾅﾐ 松本市 1:17:03
１０ｋｍ一般女子 147 6512 乕若 美子 ﾄﾗﾜｶ ﾖｼｺ 滋賀県 1:17:19 チームめだか
１０ｋｍ一般女子 148 6554 佐藤 祐子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 千葉県 1:17:24
１０ｋｍ一般女子 149 6550 川本 慶子 ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺ 兵庫県 1:17:36
１０ｋｍ一般女子 150 6666 山口 昭子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｺ 北相木村 1:17:38
１０ｋｍ一般女子 151 6533 中野 正江 ﾅｶﾉ ﾏｻｴ 大町市 1:18:04
１０ｋｍ一般女子 152 6576 菱田 清乃 ﾋｼﾀﾞ ｷﾖﾉ 愛知県 1:18:08
１０ｋｍ一般女子 153 6678 黒須 知美 ｸﾛｽ ﾄﾓﾐ 松本市 1:18:23
１０ｋｍ一般女子 154 6577 黒澤 いずみ ｸﾛｻﾜ ｲｽﾞﾐ 群馬県 1:18:27 毛呂看専陸上部
１０ｋｍ一般女子 155 6633 高田 るり子 ﾀｶﾀﾞ ﾙﾘｺ 栃木県 1:18:54
１０ｋｍ一般女子 156 6534 川口 美砂 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｻ 東京都 1:18:55
１０ｋｍ一般女子 157 6653 久保 靖子 ｸﾎﾞ ﾔｽｺ 中野市 1:19:14
１０ｋｍ一般女子 158 6646 藤森 三輪 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾜ 茨城県 1:19:31
１０ｋｍ一般女子 159 6584 中山 節子 ﾅｶﾔﾏ ｾﾂｺ 白馬村 1:19:44
１０ｋｍ一般女子 160 6566 柳本 千恵 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾁｴ 山梨県 1:20:12
１０ｋｍ一般女子 161 6515 山下 信子 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞｺ 静岡県 1:20:41
１０ｋｍ一般女子 162 6686 上原 奈緒美 ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾐ 長野市 1:21:00
１０ｋｍ一般女子 163 6673 木元 飛乃 ｷﾓﾄ ﾋﾉ 松川村 1:21:48
１０ｋｍ一般女子 164 6624 高井 理恵 ﾀｶｲ ﾘｴ 岐阜県 1:23:25
１０ｋｍ一般女子 165 6657 宮﨑 孝子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｺ 群馬県 1:24:50 だるま倶楽部
１０ｋｍ一般女子 166 6637 蘆澤 小百合 ｱｼｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 上松町 1:25:07
１０ｋｍ一般女子 167 6638 傅刀 美樹子 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 大町市 1:25:07
１０ｋｍ一般女子 168 6640 笠原 早苗 ｶｻﾊﾗ ｻﾅｴ 大町市 1:25:08
１０ｋｍ一般女子 169 6521 高井 のぶ ﾀｶｲ ﾉﾌﾞ 愛知県 1:26:08
１０ｋｍ一般女子 170 6574 高柳 美穂 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾎ 群馬県 1:26:19 ＴＥＡＭｔａｋａ
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１０ｋｍ一般女子 171 6604 安達 芳江 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｴ 神奈川県 1:27:02 湘南厚木病院
１０ｋｍ一般女子 172 6700 戸谷 千代子 ﾄﾔ ﾁﾖｺ 長野市 1:29:16
１０ｋｍ一般女子 173 6699 赤塩 昭美 ｱｶｼｵ ｱｹﾐ 長野市 1:29:16
１０ｋｍ一般女子 174 6628 福島 由華 ﾌｸｼﾏ ﾕｶ 長野市 1:32:55 信州大学高木研
３ｋｍ一般女子 1 8539 松澤 杏奈 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 白馬村 0:12:52
３ｋｍ一般女子 2 8508 三村 静香 ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 松本市 0:13:00
３ｋｍ一般女子 3 8535 中野 敏子 ﾅｶﾉ ﾄｼｺ 安曇野市 0:13:35
３ｋｍ一般女子 4 8518 宮下 美惠 ﾐﾔｼﾀ ﾐｴ 塩尻市 0:14:56
３ｋｍ一般女子 5 8517 宮岡 あや ﾐﾔｵｶ ｱﾔ 上田市 0:15:52
３ｋｍ一般女子 6 8514 根本 薫 ﾈﾓﾄ ｶｵﾙ 茨城県 0:16:07
３ｋｍ一般女子 7 8524 関口 久美 ｾｷｸﾞﾁ ｸﾐ 安曇野市 0:16:18
３ｋｍ一般女子 8 8512 矢花 真理子 ﾔﾊﾞﾅ ﾏﾘｺ 東京都 0:16:47
３ｋｍ一般女子 9 8538 宮澤 栄子 ﾐﾔｻﾞﾜ ｴｲｺ 長野市 0:17:10
３ｋｍ一般女子 10 8533 山崎 貴美子 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｺ 千曲市 0:17:24
３ｋｍ一般女子 11 8507 府川 淳子 ﾌｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 小谷村 0:17:27
３ｋｍ一般女子 12 8504 栗原 寛子 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｺ 大町市 0:17:33 共生塾
３ｋｍ一般女子 13 8516 平井 佑美 ﾋﾗｲ ﾕﾐ 東京都 0:18:02
３ｋｍ一般女子 14 8513 矢花 瑠理子 ﾔﾊﾞﾅ ﾙﾘｺ 東京都 0:18:11
３ｋｍ一般女子 15 8511 平林 佳子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 大町市 0:18:29 チーム・リセット
３ｋｍ一般女子 16 8531 高野 真美 ﾀｶﾉ ﾏﾐ 東京都 0:18:37
３ｋｍ一般女子 17 8510 永澤 恵子 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲｺ 大町市 0:18:46
３ｋｍ一般女子 18 8528 藤巻 由美 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕﾐ 静岡県 0:18:52
３ｋｍ一般女子 19 8545 森廣 暁子 ﾓﾘﾋﾛ ｱｷｺ 愛知県 0:19:16
３ｋｍ一般女子 20 8527 谷口 恭子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｺ 静岡県 0:19:32
３ｋｍ一般女子 21 8506 荒川 奈月 ｱﾗｶﾜ ﾅﾂｷ 東京都 0:19:46
３ｋｍ一般女子 22 8522 田上 淳子 ﾀｳｴ ｼﾞｭﾝｺ 木祖村 0:20:09 ランランラン
３ｋｍ一般女子 23 8534 武石 かおり ﾀｹｲｼ ｶｵﾘ 塩尻市 0:20:21
３ｋｍ一般女子 24 8537 冨山 恭子 ﾄﾐﾔﾏ ｷｮｳｺ 奈良県 0:20:35
３ｋｍ一般女子 25 8515 平井 里奈 ﾋﾗｲ ﾘﾅ 東京都 0:20:38
３ｋｍ一般女子 26 8505 浅川 真由美 ｱｻｶﾜ ﾏﾕﾐ 安曇野市 0:21:21
３ｋｍ一般女子 27 8519 鳥海 明美 ﾄﾘｳﾐ ｱｹﾐ 東京都 0:21:24
３ｋｍ一般女子 28 8503 嶋倉 喜美子 ｼﾏｸﾗ ｷﾐｺ 伊那市 0:21:57
３ｋｍ一般女子 29 8530 渡辺 庸子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 塩尻市 0:22:31
３ｋｍ一般女子 30 8543 松下 智春 ﾏﾂｼﾀ ﾁﾊﾙ 大町市 0:22:52 日本光電　松本営業所
３ｋｍ一般女子 31 8532 栗林 三千代 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾖ 大町市 0:23:35
３ｋｍ一般女子 32 8502 待井 美津恵 ﾏﾁｲ ﾐﾂｴ 塩尻市 0:23:42
３ｋｍ一般女子 33 8501 田中 明子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 静岡県 0:23:45
３ｋｍ一般女子 34 8520 吉村 伸子 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 0:25:20
３ｋｍ一般女子 35 8544 斉藤 信子 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 0:26:31 川北走友会
３ｋｍ一般女子 36 8540 久保 春香 ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 大町市 0:27:23
３ｋｍ中学生女子 1 8337 宮澤 花奈実 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本市 0:10:35 菅野中学校
３ｋｍ中学生女子 2 8336 下村 真由 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 上田市 0:11:34 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生女子 3 8314 宮沢 真那果 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 大町市 0:11:59 仁科台中学校２年
３ｋｍ中学生女子 4 8301 諸山 知奈津 ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 小諸市 0:12:04 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生女子 5 8317 齋藤 美空 ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町市 0:12:36 仁科台中学校３年
３ｋｍ中学生女子 6 8319 片桐 永莉華 ｶﾀｷﾞﾘ ｴｲﾘｶ 大町市 0:12:45 仁科台中学校３年
３ｋｍ中学生女子 7 8318 丸山 真尋 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾋﾛ 大町市 0:12:46 仁科台中学校３年
３ｋｍ中学生女子 8 8320 栗原 すず ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町市 0:12:57 大町第一中学校１年
３ｋｍ中学生女子 9 8316 白澤 ちひろ ｼﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 大町市 0:13:08 仁科台中学校３年
３ｋｍ中学生女子 10 8306 町田 栞 ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 大町市 0:13:08 仁科台中学校１年
３ｋｍ中学生女子 11 8313 関口 ひかり ｾｷｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 大町市 0:13:31 仁科台中学校２年
３ｋｍ中学生女子 12 8338 北村 真彩 ｷﾀﾑﾗ ﾏｱﾔ 小谷村 0:13:32
３ｋｍ中学生女子 13 8335 酒井 愛梨 ｻｶｲ ｱｲﾘ 岡谷市 0:13:37 岡谷北部中
３ｋｍ中学生女子 14 8307 菅沢 侑希 ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ 大町市 0:13:40 仁科台中学校１年
３ｋｍ中学生女子 15 8321 大西 愛菜 ｵｵﾆｼ ﾏﾅ 大町市 0:13:43 大町第一中学校１年
３ｋｍ中学生女子 16 8310 飯沢 志峰 ｲｲｻﾞﾜ ｼﾎ 大町市 0:13:46 仁科台中学校２年
３ｋｍ中学生女子 17 8323 左右田 茜 ｿｳﾀﾞ ｱｶﾈ 大町市 0:13:54 大町第一中学校１年
３ｋｍ中学生女子 18 8324 大蔵 莉乃 ｵｵｸﾗ ﾘﾉ 大町市 0:14:01 大町第一中学校１年
３ｋｍ中学生女子 19 8308 塩野 七虹 ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ 大町市 0:14:30 仁科台中学校１年
３ｋｍ中学生女子 20 8315 松井 晴香 ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 大町市 0:14:33 仁科台中学校２年
３ｋｍ中学生女子 21 8304 川上 菜 ｶﾜｶﾐ ｻｲ 大町市 0:14:55 仁科台中学校１年
３ｋｍ中学生女子 22 8311 降籏 美宙 ﾌﾙﾊﾀ ﾐｿﾗ 大町市 0:14:56 仁科台中学校２年
３ｋｍ中学生女子 23 8322 白河 凜加 ｼﾗｶﾜ ﾘﾝｶ 大町市 0:15:02 大町第一中学校１年
３ｋｍ中学生女子 24 8327 松原 那奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾅ 大町市 0:15:22 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 25 8302 府川 ほたか ﾌｶﾜ ﾎﾀｶ 小谷村 0:15:46 小谷中学校
３ｋｍ中学生女子 26 8328 鷺 里帆奈 ｻｷﾞ ﾘﾎﾅ 大町市 0:15:48 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 27 8305 片桐 由莉華 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾘｶ 大町市 0:15:56 仁科台中学校１年
３ｋｍ中学生女子 28 8330 中村 千穂 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾎ 大町市 0:16:57 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 29 8334 岡本 このみ ｵｶﾓﾄ ｺﾉﾐ 長野市 0:17:13
３ｋｍ中学生女子 30 8326 平井 凜音 ﾋﾗｲ ﾘｵ 大町市 0:17:39 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 31 8332 奥村 絵里花 ｵｸﾑﾗ ｴﾘｶ 大町市 0:18:01 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 32 8329 小出 想 ｺｲﾃﾞ ｺｺﾛ 大町市 0:18:06 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 33 8333 多田 遥 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 大町市 0:24:43 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 34 8331 國吉 幸 ｸﾆﾖｼ ｻﾁ 大町市 0:25:02 八坂美麻学園
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３ｋｍ小学女子５・６年 1 8120 牧内 大華 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 上田市 0:11:18 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子５・６年 2 8108 北沢 凜夏 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 長野市 0:11:43 川中島ＪＲＣ
３ｋｍ小学女子５・６年 3 8122 小相沢 朔羅 ｺｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 新潟県 0:11:45 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子５・６年 4 8103 高山 史歩 ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 長野市 0:12:01 川中島ＪＲＣ
３ｋｍ小学女子５・６年 5 8102 淀 果南実 ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 長野市 0:12:14 川中島ＪＲＣ
３ｋｍ小学女子５・６年 6 8115 松下 輝来 ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 大町市 0:12:43 大町南小学校６年
３ｋｍ小学女子５・６年 7 8123 西澤 瑞姫 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 小谷村 0:12:45 コダック３
３ｋｍ小学女子５・６年 8 8117 柴田 桜奈 ｼﾊﾞﾀ ｻﾅ 大町市 0:13:22 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学女子５・６年 9 8101 竹内 ルイ ﾀｹｳﾁ ﾙｲ 松本市 0:13:31 菅野小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 10 8106 丸山 美優 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｳ 飯綱町 0:13:39 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子５・６年 11 8105 中山 由梨 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 飯綱町 0:13:50 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子５・６年 12 8127 下嶋 優菜 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條村 0:13:59
３ｋｍ小学女子５・６年 13 8110 太田 瑞莉 ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾘ 大町市 0:14:33 大町東小学校５年
３ｋｍ小学女子５・６年 14 8111 降籏 穂香 ﾌﾘﾊﾀ ﾎﾉｶ 大町市 0:14:49 大町東小学校５年
３ｋｍ小学女子５・６年 15 8129 丸山 佳織 ﾏﾙﾔﾏ ｶｵﾘ 小谷村 0:14:52
３ｋｍ小学女子５・６年 16 8119 磯崎 理紗子 ｲｿｻﾞｷ ﾘｻｺ 東京都 0:14:52
３ｋｍ小学女子５・６年 17 8116 西澤 彩奈 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 大町市 0:15:03 大町西小学校５年
３ｋｍ小学女子５・６年 18 8130 梨本 愛 ﾅｼﾓﾄ ﾏﾅ 大町市 0:15:10 大町北小
３ｋｍ小学女子５・６年 19 8124 宮川 珠綺 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀﾏｷ 長野市 0:15:14
３ｋｍ小学女子５・６年 20 8104 近藤 もも夏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 飯綱町 0:15:29 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子５・６年 21 8112 上條 華奈 ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾅ 大町市 0:15:44 大町西小学校６年
３ｋｍ小学女子５・６年 22 8109 横川 天南 ﾖｺｶﾜ ｱﾐﾅ 大町市 0:15:48 大町南小学校５年
３ｋｍ小学女子５・６年 23 8113 瀬戸口 柊春 ｾﾄｸﾞﾁ ﾄﾜ 大町市 0:15:51 大町西小学校６年
３ｋｍ小学女子５・６年 24 8107 山岸 由奈 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾅ 飯綱町 0:15:55 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子５・６年 25 8114 平林 麻結 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 大町市 0:16:27 大町南小学校５年
３ｋｍ小学女子５・６年 26 8125 阿部 恭花 ｱﾍﾞ ｷｮｳｶ 長野市 0:17:12 ■チームアベ■
３ｋｍ小学女子５・６年 27 8121 佐久間 千咲 ｻｸﾏ ﾁｻ 神奈川県 0:17:54
３ｋｍ小学女子５・６年 28 8128 藤森 果歩 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾎ 松本市 0:18:06 ｔｅａｍ走魂
３ｋｍ小学女子５・６年 29 8118 稲垣 ゆず ｲﾅｶﾞｷ ﾕｽﾞ 大町市 0:24:43 八坂美麻学園
３ｋｍ小学女子３・４年 1 7329 山森 湖子 ﾔﾏﾓﾘ ｺｺ 愛知県 0:12:42 黒笹小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 2 7328 西澤 愛姫 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅｷ 小谷村 0:12:48 コダック３
３ｋｍ小学女子３・４年 3 7325 斉藤 舞唯 ｻｲﾄｳ ﾏｲ 上田市 0:12:51 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 4 7332 市川 心々音 ｲﾁｶﾜ ｺｺﾈ 愛知県 0:12:56 一色東部小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 5 7327 西澤 穂姫 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅｷ 小谷村 0:13:00 コダック３
３ｋｍ小学女子３・４年 6 7330 下村 悠莉 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 上田市 0:13:48 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 7 7324 斉藤 葵実 ｻｲﾄｳ ｷﾐ 上田市 0:14:13 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 8 7331 竹花 心美 ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 上田市 0:14:36 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 9 7321 秋山 遥香 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 大町市 0:14:44 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学女子３・４年 10 7320 太田 花梨 ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町市 0:14:58 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学女子３・４年 11 7314 平林 芽桜 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｵ 大町市 0:15:08 大町北小学校４年
３ｋｍ小学女子３・４年 12 7339 金古 由宇 ｶﾈｺ ﾕｳ 松本市 0:15:08 島立小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 13 7302 原 あさひ ﾊﾗ ｱｻﾋ 白馬村 0:15:16 白馬南小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 14 7311 瀬戸口 珠来 ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾞｭﾗ 大町市 0:15:23 大町西小学校４年
３ｋｍ小学女子３・４年 15 7336 武石 佳子 ﾀｹｲｼ ｶｺ 塩尻市 0:15:34
３ｋｍ小学女子３・４年 16 7338 吉川 陽菜 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅ 白馬村 0:15:35 グリーングラス
３ｋｍ小学女子３・４年 17 7301 原 つばさ ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 白馬村 0:15:44 白馬南小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 18 7306 吉沢 藍那 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｲﾅ 大町市 0:15:46 大町南小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 19 7308 降籏 そよか ﾌﾘﾊﾀ ｿﾖｶ 大町市 0:15:51 大町東小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 20 7313 平林 野都栞 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 大町市 0:16:06 大町北小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 21 7310 上條 明日香 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ 大町市 0:16:27 大町西小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 22 7316 福浦 芽依 ﾌｸｳﾗ ﾒｲ 大町市 0:16:29 大町西小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 23 7304 西田 莉胡 ﾆｼﾀﾞ ﾘｺ 大町市 0:16:37 大町南小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 24 7333 瀬戸 実香子 ｾﾄ ﾐｶｺ 辰野町 0:16:44 辰野東小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 25 7303 柳澤 陽向 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 池田町 0:16:47
３ｋｍ小学女子３・４年 26 7307 田中 遥凪 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 大町市 0:17:04 大町南小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 27 7337 平塚 未来 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾗｲ 長野市 0:17:25 チームＭＴ
３ｋｍ小学女子３・４年 28 7323 岡安 遥香 ｵｶﾔｽ ﾊﾙｶ 神奈川県 0:17:34
３ｋｍ小学女子３・４年 29 7318 田口 陽菜 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 大町市 0:17:44 大町北小学校４年
３ｋｍ小学女子３・４年 30 7312 権野 真央 ｺﾞﾝﾉ ﾏｵ 大町市 0:17:46 大町北小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 31 7317 西澤 美空 ﾆｼｻﾞﾜ ｿﾗ 大町市 0:18:11 大町北小学校４年
３ｋｍ小学女子３・４年 32 7309 山﨑 香凜 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 大町市 0:18:16 大町東小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 33 7322 勝又 瑠海 ｶﾂﾏﾀ ﾙﾐ 大町市 0:18:43 八坂美麻学園
３ｋｍ小学女子３・４年 34 7315 新山 民嘉 ﾆｲﾔﾏ ﾀﾐｶ 大町市 0:19:08 八坂小学校４年
３ｋｍ小学女子３・４年 35 7335 阿部 友花 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 長野市 0:19:13 ■チームアベ■
３ｋｍ小学女子３・４年 36 7334 島田 葵衣 ｼﾏﾀﾞ ｱｵｲ 長野市 0:19:18 ノブサトラン
３ｋｍ小学女子３・４年 37 7319 西條 なずな ﾆｼｼﾞｮｳ ﾅｽﾞﾅ 大町市 0:19:37 大町東小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 38 7305 栗林 姫埜 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾒﾉ 大町市 0:19:39 大町南小学校３年
３ｋｍ小学女子３・４年 39 7340 原山 あかり ﾊﾗﾔﾏ ｱｶﾘ 大町市 0:20:16
３ｋｍ小学女子１・２年 1 7110 成澤 あん里 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 上田市 0:13:19 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子１・２年 2 7107 黒田 菜月 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂｷ 大町市 0:15:20 大町北小学校２年
３ｋｍ小学女子１・２年 3 7111 田畑 香奈 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 上田市 0:15:37 上田市立城下小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 4 7117 吉川 和花 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 白馬村 0:15:40 グリーングラス
３ｋｍ小学女子１・２年 5 7102 奥原 凛 ｵｸﾊﾗ ﾘﾝ 大町市 0:15:59 大町南小学校１年
３ｋｍ小学女子１・２年 6 7106 平林 心希 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｷ 大町市 0:16:12 大町北小学校２年
３ｋｍ小学女子１・２年 7 7101 広田 幸千 ﾋﾛﾀ ｻﾁ 飯綱町 0:16:48 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子１・２年 8 7109 草本 にこら ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ 白馬村 0:17:14 ＴＨＲＥＥＰＥＡＫＳ
３ｋｍ小学女子１・２年 9 7103 降籏 野々花 ﾌﾘﾊﾀ ﾉﾉｶ 大町市 0:17:31 大町東小学校１年
３ｋｍ小学女子１・２年 10 7114 岡澤 杏奈 ｵｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 大町市 0:17:33 大町北小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 11 7104 瀬戸口 心 ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 大町市 0:17:50 大町西小学校１年
３ｋｍ小学女子１・２年 12 7105 清水 華音 ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 大町市 0:18:27 大町西小学校２年
３ｋｍ小学女子１・２年 13 7113 中藤 美結 ﾅｶﾄｳ ﾐﾕ 飯田市 0:19:39 ポミエ新体操クラブ
３ｋｍ小学女子１・２年 14 7118 大久保 明來 ｵｵｸﾎﾞ ﾒｸﾞﾙ 神奈川県 0:19:47
３ｋｍ小学女子１・２年 15 7108 山﨑 莉音 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 大町市 0:19:48 大町北小学校２年
３ｋｍ小学女子１・２年 16 7116 畔地 心彩 ｱｾﾞﾁ ｺｲﾛ 上田市 0:20:12
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