
順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第9回神流マウンテンラン＆ウォーク 2017年11月12日

ミドルクラス27km男子総合
県名

788 黒岩　英高 ｸﾛｲﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ  2:33:491 群馬県

924 宮崎　忠勝 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾀﾞｶﾂ  2:40:00AC富山2 富山県

731 井上　智紀 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ  2:47:58NEC3 東京都

751 岡田　勇 ｵｶﾀﾞ ｲｻﾑ  2:50:10RESPECT4 埼玉県

849 高屋　剛士 ﾀｶﾔ ﾂﾖｼ  2:51:445 群馬県

793 小池　諭 ｺｲｹ ｻﾄｼ  2:52:42こいけ整形外科6 群馬県

857 田村　貴之 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ  2:54:46上州山楽走7 群馬県

851 高山　輝充 ﾀｶﾔﾏ ﾃﾙﾐﾂ  2:54:56☆上州山楽走☆8 群馬県

893 引地　春彦 ﾋｷﾁ ﾊﾙﾋｺ  2:58:02FTRC9 福島県

922 峰岸　良真 ﾐﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾏ  3:02:1610 群馬県

795 小出　功 ｺｲﾃﾞ ｲｻｵ  3:05:41UJRC11 長野県

769 金沢　徹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｵﾙ  3:06:3712 東京都

820 篠原　尚哉 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾔ  3:10:5813 東京都

792 桑原　正彦 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ  3:11:3614 東京都

705 雨宮　大地 ｱﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ  3:13:20俳句の会15 東京都

775 河合　康太朗 ｶﾜｲ ｺｳﾀﾛｳ  3:13:2216 東京都

786 栗原　智宏 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ  3:13:38ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ群馬17 群馬県

840 石　一彦 ｾｷ ｶｽﾞﾋｺ  3:14:00NEC三田18 群馬県

808 定塚　和久 ｻﾀﾞﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｻ  3:15:17俳句の会19 東京都

826 白石　敏雄 ｼﾗｲｼ ﾄｼｵ  3:17:30ﾎﾟﾎﾟﾛAC20 東京都

733 今井　聡 ｲﾏｲ ｻﾄｼ  3:17:33★上州山楽走★21 東京都

823 清水　聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ  3:17:5022 福島県

802 西明　宏之 ｻｲﾒｲ ﾋﾛﾕｷ  3:18:5023 東京都

892 春川　聡 ﾊﾙｶﾜ ｻﾄｼ  3:20:36RCﾐｯﾁｰ24 群馬県

762 春日　尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ  3:23:28AVANT25 東京都

714 荒木　和也 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾔ  3:24:14JCとも26 群馬県

859 丹治　義典 ﾀﾝｼﾞ ﾖｼﾉﾘ  3:26:50ふくしまTRC27 福島県

862 津島　直樹 ﾂｼﾏ ﾅｵｷ  3:27:10風になるEST28 静岡県

915 松永　寛之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ  3:27:36たまらん29 東京都

814 三戸　大輔 ｻﾝﾉﾍ ﾀﾞｲｽｹ  3:28:5130 東京都

933 茂木　拓真 ﾓｷﾞ ﾀｸﾏ  3:34:13黒田31 群馬県

725 市川　真 ｲﾁｶﾜ ﾏｺﾄ  3:35:4532 群馬県

861 千葉　俊郎 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾛｳ  3:36:36ﾎﾟﾎﾟﾛAC33 千葉県

830 杉浦　茂樹 ｽｷﾞｳﾗ ｼｹﾞｷ  3:36:52ｸｰﾘｴ34 千葉県

928 三輪　隆博 ﾐﾜ ﾀｶﾋﾛ  3:39:45ﾎﾟｺｽ35 神奈川県

701 青木　孝弘 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ  3:43:26NEC三田36 東京都

880 西澤　秋甫 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭｳｽｹ  3:45:33桐朋高校37 東京都

728 伊藤　一夫 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ  3:47:47ﾋﾒｺﾞﾝｸﾗﾌﾞ38 神奈川県

907 星野　康行 ﾎｼﾉ ﾔｽﾕｷ  3:49:42GARO39 群馬県

886 服部　光次 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｼﾞ  3:50:0140 神奈川県
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758 小野　広明 ｵﾉ ﾋﾛｱｷ  3:50:06朝霞41 埼玉県

710 新井　真陽 ｱﾗｲ ﾏｻﾋ  3:51:1142 東京都

914 松永　和也 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ  3:51:15たまらん43 東京都

931 村上　貴志 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ  3:51:37keisousa144 茨城県

747 太田　善栄 ｵｵﾀ ﾖｼｴｲ  3:53:4445 神奈川県

948 米澤　健 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｹｼ  3:57:5346 神奈川県

748 大谷　栄 ｵｵﾀﾆ ｻｶｴ  3:59:23GROOVY47 群馬県

757 越智　将太 ｵﾁ ｼｮｳﾀ  3:59:34だるまRC48 群馬県

905 星野　健介 ﾎｼﾉ ｹﾝｽｹ  4:00:2249 群馬県

926 宮脇　克明 ﾐﾔﾜｷ ｶﾂｱｷ  4:03:3550 兵庫県

873 永井　政行 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ  4:05:3851 東京都

760 柿沼　裕好 ｶｷﾇﾏ ﾕｳｺｳ  4:09:1052 神奈川県

864 堤　健一 ﾂﾂﾐ ｹﾝｲﾁ  4:10:1753 群馬県

703 浅海　路史 ｱｻﾐ ﾐﾁﾌﾐ  4:11:08KPMG54 埼玉県

838 須藤　収 ｽﾄｳ ｵｻﾑ  4:12:14NSPE55 東京都

784 熊川　宜之 ｸﾏｶﾜ ﾉﾘﾕｷ  4:15:1556 埼玉県

726 市川　吉洋 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ  4:15:3857 東京都

822 島田　智行 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  4:17:5558 群馬県

944 山田　英夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ  4:19:4159 群馬県

899 廣木　尚 ﾋﾛｷ ﾀｶｼ  4:20:1360 神奈川県

799 小林　弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ  4:20:3461 群馬県

821 嶋田　哲也 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ  4:20:3562 東京都

819 品田　直哉 ｼﾅﾀﾞ ﾅｵﾔ  4:20:37たいと63 千葉県

908 星野　喜昭 ﾎｼﾉ ﾖｼｱｷ  4:21:16SALUdaMON64 群馬県

943 山下　和宏 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ  4:21:3865 茨城県

750 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ  4:21:54航走の会66 岩手県

828 城田　善夫 ｼﾛﾀ ﾖｼｵ  4:23:1267 神奈川県

845 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ  4:24:43じゃじゃじゃOC68 岩手県

927 三吉　裕 ﾐﾖｼ ﾕﾀｶ  4:26:48ﾅｶﾞｲﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ69 群馬県

767 金枝　好光 ｶﾅｴﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ  4:29:0170 栃木県

930 向　忠 ﾑｶｲ ﾀﾀﾞｼ  4:29:5671 東京都

812 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ  4:31:2372 宮城県

805 坂本　靖明 ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ  4:31:33SWAC73 東京都

755 尾崎　弘和 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ  4:34:1774 埼玉県

824 白井　克幸 ｼﾗｲ ｶﾂﾕｷ  4:35:0375 群馬県

867 富井　博 ﾄﾐｲ ﾋﾛｼ  4:35:3376 群馬県

839 須永　任一 ｽﾅｶﾞ ｼﾞﾝｲﾁ  4:40:07山猿77 千葉県

921 嶺岸　光栄 ﾐﾈｷﾞｼ ﾐﾂﾊﾙ  4:40:5278 群馬県

813 真田　典之 ｻﾅﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ  4:44:2079 神奈川県

939 安田　洋祐 ﾔｽﾀﾞ ﾖｳｽｹ  4:44:4180 栃木県
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706 新井　剛介 ｱﾗｲ ｺｳｽｹ  4:45:1381 群馬県

752 岡田　桂一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ  4:47:2182 埼玉県

719 石川　順之 ｲｼｶﾜ ﾖﾘﾕｷ  4:47:4983 茨城県

842 高澤　太陽 ﾀｶｻﾞﾜ ﾀｲﾖｳ  4:47:5884 群馬県

796 小井土　一洋 ｺｲﾄﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  4:49:0885 群馬県

773 上沼　祐樹 ｶﾐﾇﾏ ﾕｳｷ  4:52:0186 東京都

800 小林　芳人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾄ  4:55:2587 群馬県

816 静　徹 ｼｽﾞｶ ﾄｵﾙ  4:56:27JNR88 群馬県

806 笹川　雅弘 ｻｻｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ  4:57:0589 新潟県

704 芦部　智宏 ｱｼﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ  4:59:17坪井工業株式会社90 千葉県

803 坂元　純 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ  4:59:29ｻﾙﾀﾞﾓﾝ91 群馬県

835 鈴木　博久 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾋｻ  4:59:4892 群馬県

730 伊藤　大介 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  4:59:59ﾗﾝﾅｰｽﾞ･ｳｪﾙﾈｽ93 神奈川県

756 小澤　義一 ｵｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ  4:59:5994 神奈川県

797 小林　宗太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾛｳ  5:01:4995 埼玉県

872 永井　公三郎 ﾅｶﾞｲ ｺｳｻﾌﾞﾛｳ  5:05:36牧の里楽走会96 千葉県

854 谷村　喜雨 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼｳ  5:05:5897 埼玉県

836 鈴木　政光 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ  5:06:4098 東京都

801 済木　実 ｻｲｷ ﾐﾉﾙ  5:06:5599 埼玉県

889 浜野　貴史 ﾊﾏﾉ ﾀｶｼ  5:09:09100 神奈川県

787 栗山　尊弘 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ  5:10:01101 群馬県

783 久保村　隆 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｶｼ  5:11:57102 埼玉県

871 友本　隆義 ﾄﾓﾓﾄ ﾀｶﾖｼ  5:15:38103 茨城県

935 森下　政明 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｱｷ  5:16:10104 東京都

768 金澤　清 ｶﾅｻﾞﾜ ｾｲ  5:16:20105 群馬県

894 樋口　敦司 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｼ  5:18:09106 群馬県

735 今村　昌弘 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ  5:18:18TKG107 東京都

763 加藤　恵一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ  5:20:59108 埼玉県

848 高畠　芳樹 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾖｼｷ  5:21:49109 群馬県

831 杉田　勇生 ｽｷﾞﾀ ﾕｳｷ  5:23:22110 埼玉県

713 新井　勇輝 ｱﾗｲ ﾕｳｷ  5:23:25111 群馬県

732 井上　大 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ  5:23:46112 東京都

911 牧口　拓史 ﾏｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ  5:24:10科研113 群馬県

951 渡部　匡樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ  5:24:36114 群馬県

942 矢野　宏行 ﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ  5:25:09115 神奈川県

738 岩田　雅行 ｲﾜﾀ ﾏｻﾕｷ  5:27:04牧の里楽走会116 千葉県

815 椎名　高行 ｼｲﾅ ﾀｶﾕｷ  5:27:28117 群馬県

770 金塚　茂 ｶﾈﾂｶ ｼｹﾞﾙ  5:29:00ｷﾝﾁｬﾝｽﾞ118 東京都

896 平尾　崇 ﾋﾗｵ ﾀｶｼ  5:31:13119 東京都

708 新井　宏和 ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ  5:33:14神流町商工会青年部120 群馬県

Timing & Result By 計測工房
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798 小林　広大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀﾀﾞ  5:35:48MRCﾌｪｽ部121 東京都

846 高橋　大将 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ  5:35:48122 群馬県

791 黒田　純文 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ  5:44:38待夢工房123 群馬県

855 田上　裕二 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ  5:45:19ﾔﾝｷｰｽ124 東京都

860 近嵐　久 ﾁｶﾗｼ ﾋｻｼ  5:47:37ﾃｸﾉ三条125 新潟県

881 沼田　光史 ﾇﾏﾀ ﾃﾙﾌﾐ  5:51:13126 埼玉県

709 新井　宏之 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ  5:52:16127 千葉県

875 中澤　信英 ﾅｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ  5:52:54医療法人群馬会128 群馬県

876 長澤　康弘 ﾅｶﾞｻﾜ ﾔｽﾋﾛ  5:55:23129 神奈川県

934 森　誠 ﾓﾘ ﾏｺﾄ  6:04:21ﾋﾒｺﾞﾝｸﾗﾌﾞ130 神奈川県

868 冨丘　浩昭 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛｱｷ  6:06:40131 埼玉県

729 伊藤　和則 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ  6:06:48132 群馬県

742 梅島　永昇 ｳﾒｼﾞﾏ ﾅｶﾞﾉﾘ  6:17:55133 群馬県

936 森田　孝次 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ  6:19:38STRC134 東京都

810 佐藤　達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ  6:26:37135 栃木県

834 鈴木　秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ  6:43:40136 群馬県

906 星野　光治 ﾎｼﾉ ｺｳｼﾞ  6:47:59ほしの医院137 群馬県

736 岩垣　有也 ｲﾜｶﾞｷ ﾕｳﾔ  6:48:57138 東京都

919 三木　俊明 ﾐｷ ﾄｼｱｷ  6:49:24139 群馬県
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772 狩野　幸子 ｶﾉｳ ｻﾁｺ  3:13:22渋川ｸﾗﾌﾞ1 群馬県

759 小野　美知江 ｵﾉ ﾐﾁｴ  3:14:142 群馬県

918 丸山　直美 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾐ  3:23:10上州ｱｽﾘｰﾄ3 群馬県

841 関口　麻利子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾘｺ  3:24:034 東京都

916 松元　恭子 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ  3:27:465 東京都

749 大濱　侑季 ｵｵﾊﾏ ﾕｳｷ  3:31:13俳句の会6 東京都

850 高山　知香 ﾀｶﾔﾏ ﾁｶ  3:37:097 千葉県

884 芳賀　直美 ﾊｶﾞ ﾅｵﾐ  3:47:128 神奈川県

721 石塚　由起子 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ  3:50:539 埼玉県

929 三輪　茉莉子 ﾐﾜ ﾏﾘｺ  3:53:3310 神奈川県

790 黒澤　愛子 ｸﾛｻﾜ ｱｲｺ  4:00:5811 群馬県

727 井出　弥穂子 ｲﾃﾞ ﾐﾎｺ  4:05:2112 神奈川県

837 鈴木　由美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ  4:06:46ﾍﾞｱﾘｽRC13 埼玉県

902 二川　真理子 ﾌﾀｶﾜ ﾏﾘｺ  4:07:5714 茨城県

809 佐藤　久仁栄 ｻﾄｳ ｸﾆｴ  4:09:5515 埼玉県

744 大国　絹世 ｵｵｸﾆ ｷﾇﾖ  4:11:15WISH16 群馬県

741 梅澤　亜希子 ｳﾒｻﾞﾜ ｱｷｺ  4:15:3217 千葉県

723 板場　恵子 ｲﾀﾊﾞ ｹｲｺ  4:17:5918 東京都

782 木村　由紀奈 ｷﾑﾗ ﾕｷﾅ  4:19:0019 神奈川県

888 濱　摩里子 ﾊﾏ ﾏﾘｺ  4:20:2220 埼玉県

879 新山　明美 ﾆｲﾔﾏ ｱｹﾐ  4:21:4421 千葉県

827 城田　知子 ｼﾛﾀ ﾄﾓｺ  4:23:1222 神奈川県

887 服部　真理子 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾘｺ  4:23:3323 千葉県

745 大澤　美代子 ｵｵｻﾜ ﾐﾖｺ  4:24:1624 神奈川県

947 山本　しのぶ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ  4:28:3225 埼玉県

774 亀島　昌子 ｶﾒｼﾏ ﾏｻｺ  4:29:1626 東京都

715 伊井　僚 ｲｲ ﾂｶｻ  4:31:53富山RC27 富山県

891 原　美砂 ﾊﾗ ﾐｻ  4:32:1528 東京都

858 田谷　きよの ﾀﾔ ｷﾖﾉ  4:32:1629 千葉県

923 宮内　三津子 ﾐﾔｳﾁ ﾐﾂｺ  4:32:1730 東京都

778 川島　由紀子 ｶﾜｼﾏ ﾕｷｺ  4:33:5731 東京都

913 松井　恵 ﾏﾂｲ ﾒｸﾞﾐ  4:35:2732 東京都

804 坂元　千佳子 ｻｶﾓﾄ ﾁｶｺ  4:36:37さるだもん33 群馬県

932 村田　千鶴子 ﾑﾗﾀ ﾁﾂﾞｺ  4:37:01石岡ﾄﾚｲﾙ34 茨城県

700 Duhem Laure Duhem Laure  4:37:07EnduranceShop Annecy/O35 フランス

869 冨澤　恵美 ﾄﾐｻﾞﾜ ｴﾐ  4:41:1436 東京都

901 藤川　愛 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｲ  4:44:12はにわ連37 東京都

945 山田　ゆうこ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｺ  4:44:2838 東京都

711 新井　麻理亜 ｱﾗｲ ﾏﾘｱ  4:46:5739 埼玉県

874 長尾　りえ ﾅｶﾞｵ ﾘｴ  4:47:20白馬ﾄﾚﾗﾝ部40 東京都
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832 鈴木　公代 ｽｽﾞｷ ｷﾐﾖ  4:48:0141 神奈川県

904 保科　さつき ﾎｼﾅ ｻﾂｷ  4:48:4742 長野県

883 野口　由利子 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾘｺ  4:56:0643 埼玉県

950 和田　恵美子 ﾜﾀﾞ ｴﾐｺ  4:56:58うさぎとかめ44 栃木県

724 市川　奈津子 ｲﾁｶﾜ ﾅﾂｺ  4:58:23ｾﾙﾍﾞｻ軍団45 埼玉県

925 宮野　美樹 ﾐﾔﾉ ﾐｷ  4:59:4346 東京都

766 門脇　美砂丘 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｻｵ  5:02:2147 愛知県

909 細谷　みゆき ﾎｿﾔ ﾐﾕｷ  5:07:35松戸21RC48 千葉県

912 牧田　真里子 ﾏｷﾀ ﾏﾘｺ  5:09:3449 東京都

785 栗原　章子 ｸﾘﾊﾗ ｱｷｺ  5:13:22六本木ﾛｹｯﾂ50 東京都

717 石川　京子 ｲｼｶﾜ ｷｮｳｺ  5:13:5851 群馬県

885 長谷部　和子 ﾊｾﾍﾞ ｶｽﾞｺ  5:14:5552 埼玉県

737 岩崎　理沙 ｲﾜｻｷ ﾘｻ  5:14:58ﾊﾄｽｽﾞ53 東京都

865 角田　明子 ﾂﾉﾀﾞ ｱｷｺ  5:16:12一風会54 東京都

946 山中　純子 ﾔﾏﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ  5:16:1755 神奈川県

716 五十嵐　千代子 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾖｺ  5:16:1756 神奈川県

817 設楽　千恵 ｼﾀﾗ ﾁｴ  5:18:0857 群馬県

740 植村　洋子 ｳｴﾑﾗ ﾖｳｺ  5:23:4258 神奈川県

941 矢野　千代 ﾔﾉ ﾁﾖ  5:25:0959 神奈川県

753 岡田　祐子 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ  5:26:15ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾃﾞﾎﾟ60 神奈川県

878 中村　真紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｺ  5:27:1161 長野県

771 金塚　順子 ｶﾈﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ  5:29:00ｷﾝﾁｬﾝｽﾞ62 東京都

811 佐藤　晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ  5:29:43神流振興合同会社63 群馬県

712 新井　みつ子 ｱﾗｲ ﾐﾂｺ  5:31:21藤岡市ゆっくり走ろう会64 群馬県

702 青山　八千代 ｱｵﾔﾏ ﾔﾁﾖ  5:31:5165 埼玉県

903 鉾立　淳子 ﾎｺﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝｺ  5:34:0966 埼玉県

807 佐々木　千絵 ｻｻｷ ﾁｴ  5:34:1867 群馬県

789 黒木　ひろみ ｸﾛｷ ﾋﾛﾐ  5:40:4868 神奈川県

938 安田　直子 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｺ  5:43:2169 千葉県

746 太田　愛 ｵｵﾀ ｱｲ  5:46:0970 宮城県

937 矢後　しのぶ ﾔｺﾞ ｼﾉﾌﾞ  5:47:0871 千葉県

718 石川　京子 ｲｼｶﾜ ｷｮｳｺ  5:50:3472 茨城県

949 米澤　美和 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾜ  5:51:1373 神奈川県

754 岡田　由美子 ｵｶﾀﾞ ﾕﾐｺ  5:52:23柿ｶﾞｰﾙ74 新潟県

856 田村　泉 ﾀﾑﾗ ｲｽﾞﾐ  5:55:1575 東京都

722 伊瀬知　孝代 ｲｾﾁ ﾀｶﾖ  5:55:1576 千葉県

895 菱沼　美典 ﾋｼﾇﾏ ﾐﾉﾘ  6:19:36STRC77 東京都

900 広田　洋子 ﾋﾛﾀ ﾖｳｺ  6:19:3678 千葉県

764 加藤　梢 ｶﾄｳ ｺｽﾞｴ  6:24:0079 埼玉県

825 白井　直子 ｼﾗｲ ﾅｵｺ  6:39:5280 静岡県
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890 林　和代 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾖ  6:39:5281 静岡県

853 田中　亜絵加 ﾀﾅｶ ｱｴｶ  6:44:2982 神奈川県

720 石田　久美子 ｲｼﾀﾞ ｸﾐｺ  6:44:3383 愛知県

877 長津　ゆかり ﾅｶﾞﾂ ﾕｶﾘ  6:48:05角田山柿ｶﾞｰﾙ84 新潟県
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