
第三回身延山・七面山修行走 平成27年11月29日

思親報恩コース13km女子
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 氏名（ｶﾅ） 県名 記録

1 907 池田　美穂 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎ 東京都 1:36:21  
2 942 平野　弘美 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾐ 静岡県 1:37:56
3 939 丹羽　なほこ ﾆﾜ ﾅﾎｺ 岐阜県 1:39:01
4 920 小林　美弥子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾔｺ 新潟県 1:39:15
5 936 永石　真樹 ﾅｶﾞｲｼ ﾏｷ 埼玉県 1:39:46
6 911 奥山　こずえ ｵｸﾔﾏ ｺｽﾞｴ 神奈川県 1:41:20
7 902 青木　清美 ｱｵｷ ｷﾖﾐ 山梨県 1:42:12
8 945 松原　瞳 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾄﾐ 静岡県 1:42:51
9 948 宮原　理恵 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘｴ 山梨県 1:44:44
10 937 永野　理佐 ﾅｶﾞﾉ ﾘｻ 東京都 1:44:45
11 954 和田　和代 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 静岡県 1:46:48
12 929 菅沼　まり子 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾘｺ 静岡県 1:48:32
13 938 西川　さおり ﾆｼｶﾜ ｻｵﾘ 静岡県 1:50:03
14 949 森田　奈津子 ﾓﾘﾀ ﾅﾂｺ 静岡県 1:50:53
15 910 石原　紀子 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘｺ 山梨県 1:51:52
16 944 町田　香世子 ﾏﾁﾀﾞ ｶﾖｺ 山梨県 1:52:22
17 940 糠谷　美智子 ﾇｶﾔ ﾐﾁｺ 静岡県 1:55:29
18 915 川口　紗恵子 ｶﾜｸﾞﾁ ｻｴｺ 静岡県 1:55:43
19 925 澤田　ひろみ ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐ 東京都 1:58:39
20 903 青木　信子 ｱｵｷ ﾉﾌﾞｺ 山梨県 1:59:00
21 912 加々美　逸子 ｶｶﾞﾐ ｲﾂｺ 山梨県 1:59:40
22 914 金子　久美 ｶﾈｺ ｸﾐ 東京都 1:59:47
23 923 佐藤　知美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 千葉県 2:00:33
24 953 山本　貴代 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖ 新潟県 2:03:51
25 904 浅石　貴子 ｱｻｲｼ ﾀｶｺ 東京都 2:04:34
26 946 馬目　望 ﾏﾉﾒ ﾉｿﾞﾐ 山梨県 2:05:01
27 906 池上　美沙子 ｲｹｶﾞﾐ ﾐｻｺ 東京都 2:07:13
28 952 山田　奈津子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｺ 静岡県 2:09:56
29 924 佐藤　美伸 ｻﾄｳ ﾐﾉﾌﾞ 長野県 2:10:28
30 931 鈴木　佳映見 ｽｽﾞｷ ｶｴﾐ 静岡県 2:14:26
31 922 笹野　素野子 ｻｻﾉ ｿﾉｺ 東京都 2:15:40
32 943 福澤恵美 ﾌｸｻﾞﾜ ｴﾐ 山梨県 2:16:18
33 935 豊島　規子 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾘｺ 東京都 2:16:24
34 918 切田　司 ｷﾘﾀ ﾂｶｻ 東京都 2:18:06
35 951 山崎　香織 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｵﾘ 静岡県 2:26:07
36 930 杉浦　加菜枝 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅｴ 東京都 2:29:14
37 932 鈴木　香苗 ｽｽﾞｷ ｶﾅｴ 静岡県 2:31:56
38 933 高野　敬子 ﾀｶﾉ ｹｲｺ 静岡県 2:33:54
39 919 小池由美 ｺｲｹ ﾕﾐ 東京都 2:39:13
40 908 石川　純子 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 2:40:25
41 927 志田　貴子 ｼﾀﾞ ﾀｶｺ 千葉県 2:40:25
42 917 橘田　直美 ｷｯﾀ ﾅｵﾐ 山梨県 2:41:01
43 928 白石　みき ｼﾗｲｼ ﾐｷ 東京都 2:41:33
44 909 石川　千寿子 ｲｼｶﾜ ﾁｽﾞｺ 静岡県 2:46:35
45 901 相宮　こず枝 ｱｲﾐﾔ ｺｽﾞｴ 愛知県 2:46:45
46 905 浅利　さとみ ｱｻﾘ ｻﾄﾐ 山梨県 2:50:42
47 926 雫石　美樹 ｼｽﾞｸｲｼ ﾐｷ 山梨県 3:05:21

DNF 934 力石　靖子 ﾁｶﾗｲｼ ｾｲｺ 山梨県

DNF 955 梅宮　アンナ ｳﾒﾐﾔ ｱﾝﾅ 東京都

DNF 956 野村　浩美 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾐ 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

思親報恩コース13km女子
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 氏名（ｶﾅ） 県名 記録

DNS 913 金子　亜希子 ｶﾈｺ ｱｷｺ 神奈川県  
DNS 916 川口　優子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｺ 愛知県
DNS 921 小林　礼子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｺ 静岡県
DNS 941 長谷川　桃子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾓｺ 千葉県
DNS 947 間宮　香子 ﾏﾐﾔ ｷｮｳｺ 静岡県
DNS 950 安田　静 ﾔｽﾀﾞ ｼｽﾞｶ 山梨県

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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


