
第三回身延山・七面山修行走 平成27年11月29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

1 537 高村　貴子 ﾀｶﾑﾗ ﾀｶｺ 北海道 4:40:53  
2 8 大石　由美子 ｵｵｲｼ ﾕﾐｺ 静岡県 5:00:07
3 11 丹羽　薫 ﾆﾜ ｶｵﾙ 京都府 5:02:36
4 539 田中　真紀 ﾀﾅｶ ﾏｷ 東京都 5:05:53
5 503 浅原　かおり ｱｻﾊﾗ ｶｵﾘ 静岡県 5:07:40
6 9 政　正恵 ﾏｻ ﾏｻｴ 埼玉県 5:08:03
7 10 福島　舞 ﾌｸｼﾏ ﾏｲ 東京都 5:17:32
8 528 齋藤　美紀 ｻｲﾄｳ ﾐｷ 宮城県 5:19:00
9 561 丸山　朋子 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｺ 埼玉県 5:38:59
10 542 仲田　潔子 ﾅｶﾀ ｷﾖｺ 埼玉県 5:53:25
11 572 渡辺　真理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘ 東京都 5:56:36
12 505 阿萬　香織 ｱﾏﾝ ｶｵﾘ 東京都 5:57:49
13 12 坂井　優里 ｻｶｲ ﾕｳﾘ 神奈川県 6:04:46
14 513 岩瀬　友香 ｲﾜｾ ﾕｶ 神奈川県 6:11:05
15 517 奥薗　由紀子 ｵｸｿﾞﾉ ﾕｷｺ 東京都 6:16:43
16 526 熊谷　知子 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｺ 神奈川県 6:25:07
17 535 高久　ゆう子 ﾀｶｸ ﾕｳｺ 栃木県 6:28:06
18 567 山本　純子 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 静岡県 6:31:30
19 511 井上　理恵子 ｲﾉｳｴ ﾘｴｺ 埼玉県 6:34:43
20 547 西田　守子 ﾆｼﾀﾞ ﾓﾘｺ 神奈川県 6:39:07
21 568 吉沢　美香 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｶ 大阪府 6:40:40
22 502 浅野　宏美 ｱｻﾉ ﾋﾛﾐ 埼玉県 6:40:46
23 550 濱崎　愛 ﾊﾏｻｷ ｱｲ 茨城県 6:47:22
24 556 松田　梓 ﾏﾂﾀﾞ ｱｽﾞｻ 神奈川県 6:50:07
25 544 長浜　泰江 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾔｽｴ 愛知県 6:54:35
26 521 掛川　浩世 ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾖ 静岡県 6:55:26
27 527 斉藤　和子 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ 東京都 6:56:21
28 546 永山　奈美子 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾅﾐｺ 神奈川県 6:56:29
29 538 澤岻　朋江 ﾀｸｼ ﾄﾓｴ 東京都 6:58:34
30 524 木川　真理子 ｷｶﾞﾜ ﾏﾘｺ 東京都 6:59:29
31 570 和田　友美 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾐ 東京都 7:00:32
32 522 加藤　由美 ｶﾄｳ ﾕﾐ 神奈川県 7:04:33
33 562 南　真琴 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都 7:17:55
34 564 宮崎　慶子 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｺ 東京都 7:23:08
35 553 本間　絢 ﾎﾝﾏ ｱﾔ 埼玉県 7:25:37
36 515 遠藤　美樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷ 千葉県 7:30:07
37 523 河村　菜奈子 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾅｺ 静岡県 7:30:31
38 552 藤根　涼子 ﾌｼﾞﾈ ﾘｮｳｺ 東京都 7:31:17
39 525 清弘　夏子 ｷﾖﾋﾛ ﾅﾂｺ 東京都 7:31:19
40 509 伊藤　裕子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 山梨県 7:32:30
41 516 大森　雅代 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾖ 茨城県 7:36:47
42 520 小尾　潔乃 ｵﾋﾞ ｷﾖﾉ 福岡県 7:38:18
43 555 松岡　静江 ﾏﾂｵｶ ｼｽﾞｴ 東京都 7:39:59
44 510 稲見　多恵子 ｲﾅﾐ ﾀｴｺ 埼玉県 7:40:54
45 519 小野　カツ子 ｵﾉ ｶﾂｺ 福島県 7:42:13
46 506 池田　美加子 ｲｹﾀﾞ ﾐｶｺ 福島県 7:42:54

DNF 501 青山　美樹子 ｱｵﾔﾏ ﾐｷｺ 東京都

DNF 507 石原　めぐみ ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 大阪府

DNF 508 板橋　雅代 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾖ 神奈川県

DNF 514 内はた　真美子 ｳﾁﾊﾀ ﾏﾐｺ 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



第三回身延山・七面山修行走 平成27年11月29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

DNF 529 酒井　美里 ｻｶｲ ﾐｻﾄ 東京都  
DNF 531 篠田　庸子 ｼﾉﾀﾞ ﾖｳｺ 長野県
DNF 532 車　英玉 ｼｬ ｴｲｷﾞｮｸ 千葉県
DNF 533 杉山　真理子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾘｺ 愛知県
DNF 534 関　滋江 ｾｷ ｼｹﾞｴ 東京都
DNF 536 高野　恵美子 ﾀｶﾉ ｴﾐｺ 茨城県
DNF 541 谷本　友希 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ 神奈川県
DNF 543 永野　由紀 ﾅｶﾞﾉ ﾕｷ 東京都
DNF 548 袴塚　深雪 ﾊｶﾏﾂｶ ﾐﾕｷ 神奈川県
DNF 557 松野　美佳 ﾏﾂﾉ ﾐｶ 山梨県
DNF 559 松本　美香 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｶ 神奈川県
DNF 566 山谷　典子 ﾔﾏﾀﾆ ﾉﾘｺ 千葉県
DNF 569 鷲田　三奈子 ﾜｼﾀﾞ ﾐﾅｺ 山梨県
DNF 571 渡辺　いづみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 静岡県
DNS 13 鈴木　博子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 神奈川県
DNS 504 足立　陽子 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ 東京都
DNS 512 今仲　美幸 ｲﾏﾅｶ ﾐﾕｷ 神奈川県
DNS 518 鬼澤　こずえ ｵﾆｻﾞﾜ ｺｽﾞｴ 神奈川県
DNS 530 佐藤　美穂 ｻﾄｳ ﾐﾎ 山梨県
DNS 540 谷口　和嘉子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾜｶｺ 埼玉県
DNS 545 中村　陽子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 茨城県
DNS 549 長谷川　淳子 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 東京都
DNS 551 日野原　三巳 ﾋﾉﾊﾗ ﾐﾂﾐ 山梨県
DNS 554 町田　はるか ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 長野県
DNS 558 松原　その子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾉｺ 東京都
DNS 560 松本　めぐみ ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 兵庫県
DNS 563 南澤　久美 ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾐ 岐阜県
DNS 565 山田　佐絵子 ﾔﾏﾀﾞ ｻｴｺ 東京都
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