
No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 D2127 阿部 碧 ｱﾍﾞ ﾐﾄﾞﾘ 小千谷市

B2001 樋口 敦子 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｺ 新潟市

D2002 笛木 千紘 ﾌｴｷ ﾁﾋﾛ 新潟市 横越ヤンバラーズ No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

C2003 羽崎 理香 ﾊｻｷ ﾘｶ 新潟市 C2201 木村 早苗 ｷﾑﾗ ｻﾅｴ 小千谷市 おぢや酔走楽部

C2004 古川 歩佳 ﾌﾙｶﾜ ｱﾕｶ 魚沼市 チーム新宅 C2202 清水 浩子 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｺ 南魚沼市 そよかぜ

A2005 小野寺 郁美 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｸﾐ 新潟市 B2203 山脇 牧子 ﾔﾏﾜｷ ﾏｷｺ 村上市 ＴＭＫＨ

D2007 柿倉 香波 ｶｷｸﾗ ｶﾅﾐ 新潟市 D2204 岸本 しげ子 ｷｼﾓﾄ ｼｹﾞｺ 新潟市

C2008 清野 美南 ｾｲﾉ ﾐﾅﾐ 新発田市 A2205 伊藤 礼子 ｲﾄｳ ﾚｲｺ 新潟市 新潟楽走会

D2009 渡辺 真依 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 燕市 A2206 横尾 勝江 ﾖｺｵ ｶﾂｴ 上越市 上越市陸上競技協会

D2010 小林 奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 新潟市 D2207 川村 ひとみ ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 新潟市

B2011 星野 亜弥 ﾎｼﾉ ｱｲ 魚沼市 B2208 佐々木 由紀子 ｻｻｷ ﾕｷｺ 新潟市

D2012 菊地 喜子 ｷｸﾁ ﾖｼｺ 新潟市 D2209 杉田 浩子 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛｺ 新潟市 杉田塾

D2013 皆木 麻衣子 ﾐﾅｷ ﾏｲｺ 三条市 D2210 高橋 則子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 新潟市

D2014 星 紗織 ﾎｼ ｻｵﾘ 魚沼市 B2211 小野 千衣子 ｵﾉ ﾁｴｺ 長岡市 長岡ランナーズ

D2015 森田 陽奈 ﾓﾘﾀ ﾋﾅ 南魚沼市 C2212 西脇 綾子 ﾆｼﾜｷ ｱﾔｺ 長岡市

B2016 川井 香 ｶﾜｲ ｶｵﾘ 佐渡市 D2213 大柿 晃子 ｵｵｶﾞｷ ｱｷｺ 新潟市

D2214 佐藤 直美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 新潟市

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 C2215 松尾 由香 ﾏﾂｵ ﾕｶ 長岡市 チームＴ＆Ｍ

D2101 長場 眞由美 ﾅｶﾞﾊﾞ ﾏﾕﾐ 新潟市 D2216 齋藤 頼子 ｻｲﾄｳ ﾖﾘｺ 新潟市

C2102 吉田 真由美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 南魚沼市 D2217 齋藤 ますみ ｻｲﾄｳ ﾏｽﾐ 燕市

C2103 酒井 美和 ｻｶｲ ﾐﾜ 新潟市 チームバナナ C2218 佐藤 由喜子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 三条市 燕ジョグサークル

D2104 稲生 栄子 ｲﾉｳ ｴｲｺ 新潟市 voeux C2219 高橋 由美 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ 柏崎市

B2105 金子 里絵 ｶﾈｺ ﾘｴ 新潟市 C2220 結城 幸恵 ﾕｳｷ ｻﾁｴ 長岡市

C2106 諸橋 由香里 ﾓﾛﾊｼ ﾕｶﾘ 魚沼市 しよこ C2221 原田 裕子 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｺ 新潟市 ランランクラブ

C2107 中俣 裕美 ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛﾐ 南魚沼市 しよこ

A2108 柳澤 裕子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｺ 上越市 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

D2109 渡辺 潤子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 長岡市 SKJ素敵で可愛い女子 D2301 長谷川 美幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾕｷ 新潟市

C2110 澁谷 由美子 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾐｺ 新潟市 クーリールウルス C2302 仲道 信子 ﾅｶﾐﾁ ﾉﾌﾞｺ 佐渡市 金井中職員

D2111 中野 奈保子 ﾅｶﾉ ﾅｵｺ 新発田市 D2303 戸川 紀子 ﾄｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 新潟市

B2112 大橋 宏美 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾐ 燕市 燕ジョグ B2304 石栗 志延 ｲｼｸﾞﾘ ｼﾉﾌﾞ 新発田市 新鮮組

C2113 飛鳥井 瞳 ｱｽｶｲ ﾋﾄﾐ 柏崎市 D2305 高橋 裕美子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 岩船郡関川村 阿賀北山岳会只管組

D2114 瀬沼 菜穂子 ｾﾇﾏ ﾅｵｺ 小千谷市 D2306 宮澤 富美子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾐｺ 上越市 高田走ろう会

D2115 岡元 美奈 ｵｶﾓﾄ ﾐﾅ 小千谷市 D2307 ふるかわ ゆかこ ﾌﾙｶﾜ ﾕｶｺ 長岡市

C2116 佐藤 陽子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 魚沼市 D2308 捧 政枝 ｻｻｹﾞ ﾏｻｴ 三条市 燕ジョギングサークル

D2117 玉木 早百合 ﾀﾏｷ ｻﾕﾘ 見附市 D2309 新井田 千鶴子 ﾆｲﾀﾞ ﾁｽﾞｺ 長岡市

D2118 安藤 良子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ 見附市 D2310 高橋 直美 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ 新潟市

D2119 箕輪 綾子 ﾐﾉﾜ ｱﾔｺ 新潟市 D2311 松永 桂子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｺ 新潟市

A2120 栗山 しのぶ ｸﾘﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 長岡市 D2312 樋口 修 ﾋｸﾞﾁ ｵｻﾑ 南魚沼市

B2121 中村 恵 ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 新潟市 新津走友会

D2122 五十嵐 真知子 ｲｶﾗｼ ﾏﾁｺ 新潟市

D2123 櫻井 智子 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｺ 魚沼市

D2124 佐藤 亜由巳 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 新潟市

C2125 浅倉 真美 ｱｻｸﾗ ﾏﾐ 新発田市 チーム一心

D2126 西脇 美幸 ﾆｼﾜｷ ﾐﾕｷ 小千谷市

ハーフマラソンの部（女子）
一般女子高校生以上39歳以下

一般女子40歳以上49歳以下

一般女子50歳以上59歳以下

一般女子60歳以上


