
【7】ハーフ女子50歳～59歳
順位 ゼッケン番号 名称 名称カナ チーム名 都道府県 市区町村 フィニッシュタイム

1 28 阿部　和枝 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｴ ＵＳＡＭＩＲＣ 千葉県 松戸市 1:37:06
2 84 早見　信代 ﾊﾔﾐ ﾉﾌﾞﾖ うなぎいぬ新潟 新潟県 新潟市 1:46:37
3 358 新谷　園枝 ﾆｲﾔ ｿﾉｴ 埼玉県 富士見市 1:47:00
4 235 深谷　明子 ﾌｶﾔ ｱｷｺ 神奈川県 藤沢市 1:47:08
5 372 小野　千衣子 ｵﾉ ﾁｴｺ 新潟県 長岡市 1:50:00
6 396 山崎　英子 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲｺ 東京都 目黒区 1:50:07
7 100 小林　久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ 群馬県 高崎市 1:51:04
8 407 富永　ゆき ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｷ うさみランニングクラブ 神奈川県 相模原市 1:52:27
9 22 松澤　恵子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｺ 宇佐美ランニングクラブ 神奈川県 藤沢市 1:53:28
10 194 風間　敬子 ｶｻﾞﾏ ｹｲｺ 新津走友会 新潟県 新潟市 1:54:32
11 434 矢島　雅代 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻﾖ チームミント 新潟県 出雲崎町 1:54:35
12 260 木山　薫 ｷﾔﾏ ｶｵﾙ 東京都 世田谷区 1:55:37
13 256 二宮　優子 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｺ 新潟県 新潟市 1:56:40
14 567 菅佐原　美菜 ｽｶﾞｻﾜﾗ ﾐﾅ ＵＳＡＭＩ　ＲＣ 千葉県 市川市 1:57:11
15 611 飛　美佐緒 ﾄﾋﾞ ﾐｻｵ ウサミランニングクラブ 東京都 江東区 1:59:58
16 472 岩村　真奈美 ｲﾜﾑﾗ ﾏﾅﾐ 千葉県 習志野市 2:00:49
17 297 佐藤　由喜子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 新潟県 三条市 2:01:17
18 361 清水　靖子 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｺ 宇佐美ランニングクラブ 東京都 荒川区 2:04:10
19 447 木下　和美 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾐ チームミント 新潟県 出雲崎町 2:05:24
20 419 坂本　俊子 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｺ 東京都 国立市 2:06:35
21 684 捧　政枝 ｻｻｹﾞ ﾏｻｴ 燕ジョギングクラブ 新潟県 三条市 2:09:50
22 387 戸川　紀子 ﾄｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 新潟県 新潟市 2:09:56
23 302 岡村　隆子 ｵｶﾑﾗ ﾀｶｺ 新潟県 新潟市 2:10:22
24 354 平木　光枝 ﾋﾗｷ ﾐﾂｴ 新潟県 三条市 2:10:25
25 306 安達　正代 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾖ 新潟県 新潟市 2:10:58
26 294 瀬野　直美 ｾﾉ ﾅｵﾐ 新潟県 新潟市 2:12:44
27 566 坂井　美智代 ｻｶｲ ﾐﾁﾖ 新潟県 新潟市 2:14:15
28 802 岩崎　範子 ｲﾜｻｷ ﾉﾘｺ 県央医師会応急診療所 新潟県 燕市 2:17:06
29 760 長谷川　文 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔ 新潟県 新潟市 2:17:14
30 583 中川　清美 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾐ 新潟県 三条市 2:17:50
31 510 渡辺　みゆき ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 新潟県 新潟市 2:18:09
32 568 長谷川　咲子 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷｺ 新潟県 長岡市 2:19:31
33 257 榛沢　友子 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 新潟県 加茂市 2:24:59
34 672 杉島　美和子 ｽｷﾞｼﾏ ﾐﾜｺ 新潟県 見附市 2:30:40
35 673 小林　陽子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 新潟県 長岡市 2:30:43
36 590 斎藤　亜矢子 ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ 新潟県 五泉市 2:35:17
37 605 多田　比紀 ﾀﾀﾞ ﾋｷ 長野県 松本市 2:42:31
38 622 金子　文江 ｶﾈｺ ﾌﾐｴ 新潟県 三条市 2:47:42
39 733 大谷　直美 ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾐ チームミント 新潟県 長岡市 2:50:27
40 665 須佐　悦子 ｽｻ ｴﾂｺ 新潟県 三条市 2:52:58


