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1102 昆　美幸00:39:571 ｺﾝ ﾐﾕｷ 新潟薬大ＡＣ新潟市 40

4411 佐藤　美音00:41:442 ｻﾄｳ ﾐﾄ 燕ジョグ燕市 44

1101 柳澤　裕子00:43:433 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｺ 上越市陸上競技協会上越市 50

4413 加藤　ゆり子00:46:174 ｶﾄｳ ﾕﾘｺ 新潟市 48

4409 上村　明子00:46:585 ｶﾐﾑﾗ ｱｷｺ 十日町市 51

4441 吉田　美知子00:47:326 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁｺ 上越市 46

4510 武田　未咲00:48:377 ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 新潟市 27

4407 相澤　雪絵00:48:478 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷｴ 柏崎市 44

4435 池本　治美00:49:369 ｲｹﾓﾄ ﾊﾙﾐ 燕市 50

4418 松橋　麻里00:50:0510 ﾏﾂﾊｼ ﾏﾘ 上越市 46

4430 橋本　孝子00:50:0911 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｺ 上越市 53

4414 石川　美世姿00:50:4212 ｲｼｶﾜ ﾐﾖｼ 新潟市 66

4511 寺岡　あさひ00:50:4313 ﾃﾗｵｶ ｱｻﾋ 長岡市 29

4504 西本　真子00:51:1714 ﾆｼﾓﾄ ﾏｺ 長岡市 27

4425 岡田　恵00:51:5315 ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 妙高市 47

4427 近　敬子00:52:0116 ｺﾝ ｹｲｺ 村上市 48

4505 遠藤　早希00:52:5817 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ 長岡市 27

4416 茂田井　美香00:53:0018 ﾓﾀｲ ﾐｶ 柏崎市 49

4406 関澤　留美00:53:3019 ｾｷｻﾞﾜ ﾙﾐ 糸魚川市 49

4422 廣瀬　晴美00:53:4820 ﾋﾛｾ ﾊﾙﾐ 長岡市 55

4423 田村　静子00:54:4821 ﾀﾑﾗ ｼｽﾞｺ 柏﨑ファンラン柏崎市 65

4513 相川　稜杏00:55:1722 ｱｲｶﾜ ﾘｱ 加茂市 23

4433 竹井　悠子00:55:1923 ﾀｹｲ ﾕｳｺ 小千谷市 46

4431 佐山　千夏子00:56:3424 ｻﾔﾏ ﾁｶｺ 長岡ランナーズ長岡市 55

4429 梅沢　花鈴00:57:1025 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 新潟市 41

4401 猪口　エミ00:57:3926 ｲﾉｸﾞﾁ ｴﾐ 柏崎市 51

4404 村山　寿子00:58:1727 ﾑﾗﾔﾏ ﾋｻｺ ＫＭＣ見附市 41

4440 宮﨑　芳子00:58:2828 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｺ 柏崎市 53

4509 下　香澄00:58:5029 ｼﾓ ｶｽﾐ 新潟市 37

4420 南雲　京子00:59:3630 ﾅｸﾞﾓ ｷｮｳｺ 見附市 62

4506 呉竹　七恵00:59:5731 ｸﾚﾀｹ ﾅﾅｴ 長岡市 30

4402 阿部　明枝01:01:0332 ｱﾍﾞ ｱｷｴ アベファミリー新潟市 62

4415 伊藤　みどり01:02:5033 ｲﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 柏崎市 54

4412 梅澤　京子01:04:3834 ｳﾒｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 上越市 54

4502 星野　菜央01:04:4335 ﾎｼﾉ ﾅｵ 長岡市 36

4501 中澤　慶子01:05:1736 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｺ 長岡市 37

4432 高橋　まさ代01:06:0937 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖ えーちゃんず新潟市 54

4428 伊藤　ゆみ01:06:1238 ｲﾄｳ ﾕﾐ 新潟市 45

4419 入沢　由紀01:06:5839 ｲﾘｻﾜ ﾕｷ 柏崎市 50

4515 郷　千尋01:07:1540 ｺﾞｳ ﾁﾋﾛ 小千谷市 37

4514 井佐　麻衣子01:07:1641 ｲｻ ﾏｲｺ 小千谷市 36

4516 大津　里江01:07:1641 ｵｵﾂ ﾘｴ カーブス柏崎市 31

4512 丹治　友美01:07:2743 ﾀﾝｼﾞ ﾄﾓﾐ 燕市 35

4443 田中　三代子01:07:3844 ﾀﾅｶ ﾐﾖｺ 柏崎市 53

4426 大滝　きくみ01:08:1045 ｵｵﾀｷ ｷｸﾐ 村上市 57

4410 宮澤　久美01:09:1246 ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾐ 上越市 52

4442 林　錦惠01:10:4647 ﾘﾝ ｼﾞﾝﾌｲ 柏崎市 52

4507 吉田　美紗01:10:5548 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻ 柏崎市 23

4408 川上　由紀子01:11:1249 ｶﾜｶﾐ ﾕｷｺ 燕市 51

4444 土橋　ミチル01:12:0850 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾁﾙ 上越市 45
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4403 小林　亜由美01:12:1451 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 府中屋柏崎市 49

4405 川上　芳子01:12:3452 ｶﾜｶﾐ ﾖｼｺ 長岡市 80

4438 今井　典子01:14:0053 ｲﾏｲ ﾉﾘｺ 上越市 71
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