
身延山・七面山トレイルランニングレース2014 2014年11月30日

七面昇龍コース36km女子
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 氏名（ｶﾅ） 県名 記録

1 402 上宮　逸子 ｳｴﾐﾔ ｲﾂｺ 宮城県 4:59:19  
2 401 政　正恵 ﾏｻ ﾏｻｴ 埼玉県 5:19:49
3 428 金原　由貴江 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕｷｴ 静岡県 5:38:29
4 420 奥薗　由紀子 ｵｸｿﾞﾉ ﾕｷｺ 東京都 5:51:39
5 403 坂井　優里 ｻｶｲ ﾕｳﾘ 神奈川県 5:53:04
6 442 中瀬　敬子 ﾅｶｾ ｹｲｺ 千葉県 6:18:03
7 451 ほんだ　まいこ ﾎﾝﾀﾞ ﾏｲｺ 神奈川県 6:19:30
8 425 金井　隆子 ｶﾅｲ ﾀｶｺ 山梨県 6:20:21
9 447 廣瀬　有美 ﾋﾛｾ ﾕﾐ 千葉県 6:21:15
10 443 仲田　潔子 ﾅｶﾀ ｷﾖｺ 埼玉県 6:30:18
11 436 菅沼　まり子 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾘｺ 静岡県 6:31:30
12 459 和田　友美 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾐ 東京都 6:32:50
13 448 深井　薫 ﾌｶｲ ｶｵﾙ 東京都 6:33:12
14 424 掛川　浩世 ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾖ 静岡県 6:35:24
15 446 日野原　三巳 ﾋﾉﾊﾗ ﾐﾂﾐ 山梨県 6:47:51
16 435 白木　由美 ｼﾗｷ ﾕﾐ 神奈川県 6:51:55
17 417 内山　みちこ ｳﾁﾔﾏ ﾐﾁｺ 静岡県 6:58:44
18 418 遠藤　美樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷ 千葉県 7:06:36
19 431 小林　涼子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｺ 静岡県 7:08:37
20 432 佐々木　新子 ｻｻｷ ｼﾝｺ 東京都 7:08:37
21 455 松本　真由美 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾕﾐ 神奈川県 7:13:43
22 444 永野　由紀 ﾅｶﾞﾉ ﾕｷ 東京都 7:16:03
23 429 工藤　真理 ｸﾄﾞｳ ﾏﾘ 神奈川県 7:19:27
24 415 伊藤　裕子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 山梨県 7:21:43
25 421 小澤　麻里子 ｵｻﾞﾜ ﾏﾘｺ 神奈川県 7:22:08
26 426 金子　偲 ｶﾈｺ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 7:27:19
27 430 小出　桂子 ｺｲﾃﾞ ｹｲｺ 兵庫県 7:28:04
28 445 秦　恭子 ﾊﾀ ｷｮｳｺ 神奈川県 7:28:41
29 427 河村　菜奈子 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅｺ 静岡県 7:29:44
30 458 宮原　理恵 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘｴ 山梨県 7:31:25
31 452 本間　絢 ﾎﾝﾏ ｱﾔ 埼玉県 7:34:32
32 422 小野　千晶 ｵﾉ ﾁｱｷ 山梨県 7:42:14
33 433 柴崎　薫 ｼﾊﾞｻｷ ｶｵﾙ 群馬県 7:42:32

DNF 411 青山　美樹子 ｱｵﾔﾏ ﾐｷｺ 東京都

DNF 413 池田　美加子 ｲｹﾀﾞ ﾐｶｺ 福島県

DNF 414 池田　瑠美 ｲｹﾀﾞ ﾙﾐ 静岡県

DNF 416 稲見　多恵子 ｲﾅﾐ ﾀｴｺ 埼玉県

DNF 437 杉崎　夕子 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕｳｺ 静岡県

DNF 438 染谷　亜梨子 ｿﾒﾔ ｱﾘｽ 東京都

DNF 439 澤岻　朋江 ﾀｸｼ ﾄﾓｴ 東京都

DNF 449 藤根　涼子 ﾌｼﾞﾈ ﾘｮｳｺ 東京都

DNF 454 松野　美佳 ﾏﾂﾉ ﾐｶ 山梨県

DNF 456 松本　繰代 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾖ 東京都

DNF 457 南澤　久美 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾐ 岐阜県

DNS 412 浅井　澄子 ｱｻｲ ｽﾐｺ 静岡県

DNS 419 小川　比登美 ｵｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 神奈川県

DNS 434 車　英玉 ｼｬ ｴｲｷﾞｮｸ 千葉県

DNS 440 田中　潤子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 東京都

DNS 441 寺田　恭子 ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳｺ 東京都

DNS 450 本田　佳奈子 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅｺ 東京都

凡例　TO：ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ　DQ：失格　DNF：途中棄権　DNS：未出走 Timing & Result By 計測工房
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DNS 453 町田　はるか ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨県  
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