
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 F3044 遠藤 穂高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾀﾞｶ 新潟市 チーム諏訪

E3001 樋口 剛史 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹｼ 新潟市 F3045 石井　麟太郎 ｲｼｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 南魚沼市 雪国ランナーズクラブ

E3002 石田 寛雄 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｵ 南魚沼市 ゆきぐに大和病院 F3046 古川　大志 ﾌﾙｶﾜ ﾀｲｼ 南魚沼市 雪国ランナーズクラブ

E3003 橘 慎一 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｲﾁ 見附市 猫パンチング F3047 秋山　直也 ｱｷﾔﾏ ﾅｵﾔ 南魚沼市 雪国ランナーズクラブ

E3004 田村 義法 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 南魚沼市 F3048 外山　泰大 ﾄﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 魚沼市 (株)カイセ工業

F3005 青木 克也 ｱｵｷ ｶﾂﾔ 新潟市 F3049 上村　颯人 ｶﾐﾑﾗ ﾊﾔﾄ 南魚沼市 (株)カイセ工業

F3006 平賀 貴文 ﾋﾗｶﾞ ﾀｶﾌﾐ 南魚沼市 広神東小学校 F3050 イフサン　メイラナ ｲﾌｻﾝ ﾒｲﾗﾅ 魚沼市 (株)カイセ工業

E3007 溝坂 祐介 ﾐｿﾞｻｶ ﾕｳｽｹ 阿賀野市 新潟トランシス F3051 ファムホン　タイ ﾌｧﾑﾎﾝ ﾀｲ 魚沼市 (株)カイセ工業

E3008 藤田 悠介 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 新潟市 F3052 ライテ　ズオン ﾗｲﾃ ｽﾞｵﾝ 魚沼市 (株)カイセ工業

E3009 和田 浩 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 魚沼市 G3053 タマン　サミタ ﾀﾏﾝ ｻﾐﾀ 魚沼市 (株)カイセ工業

E3010 藤木 佑介 ﾌｼﾞｷ ﾕｳｽｹ 上越市 ヤマト運輸陸上部 F3054 グェンヴァン　クオン ｸﾞｪﾝヴｧﾝ ｸｵﾝ 魚沼市 (株)カイセ工業

F3011 加藤 健 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 新潟市 F3055 レミン　チェン ﾚﾐﾝ ﾁｪﾝ 魚沼市 (株)カイセ工業

E3012 松井 勇生 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 長岡市 F3056 ブイユイ　カン ﾌﾞｲﾕｲ ｶﾝ 魚沼市 (株)カイセ工業

E3013 細山 敦史 ﾎｿﾔﾏ ｱﾂｼ 新潟市 E3057 水落　悠理 ﾐｽﾞｵﾁ ﾕｳﾘ 南魚沼市 八海高校

F3014 佐藤 貴史 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 長岡市 たまかけ G3058 小倉 舶生 ｵｸﾞﾗ ﾊｸ 南魚沼市 八海高校

F3015 鈴木 悠 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 魚沼市 G3059 山田 直人 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 十日町市 八海高校

E3016 猪俣 和貴 ｲﾉﾏﾀ ｶｽﾞｷ 刈羽郡刈羽村 ブルボンＲＣ G3060 水内 義朗 ﾐｽﾞｳﾁ ﾖｼﾛｳ 小千谷市

E3017 滝本 樹 ﾀｷﾓﾄ ﾀﾂﾙ 魚沼市 B3061 伊藤 健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 新潟市

E3018 大木 智博 ｵｵｷ ﾄﾓﾋﾛ 新潟市 B3062 高橋 直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 新潟市

F3019 近藤 洋輔 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 新潟市

F3020 飯沼 航大 ｲｲﾇﾏ ｺｳﾀﾞｲ 新潟市 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

F3021 藤口 貴憲 ﾌｼﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ 新潟市 新潟ウェルネス H3101 尾身 健太 ｵﾐ ｹﾝﾀ 新潟市 チーム影虎

E3022 井上 卓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 加茂市 三条商業高等学校 H3102 込田 善孝 ｺﾐﾀ ﾖｼﾀｶ 小千谷市

E3023 岩崎 亮 ｲﾜｻｷ ｱｷﾗ 見附市 たまかけ J3103 和田 直樹 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 小千谷市

E3024 増井 悠太 ﾏｽｲ ﾕｳﾀ 新潟市 E3104 中村 伸治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 新発田市

F3025 瀧澤 健太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 魚沼市 G3105 品田 昌義 ｼﾅﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 魚沼市 魚沼交流ﾈｯﾄﾜｰｸ

E3026 田中 北人 ﾀﾅｶ ﾎｸﾄ 小千谷市 ㈱ﾅｶﾞｵｶｻｯｼ工業 E3106 柏木 孝啓 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 新潟市 新潟ランナーズ

G3027 笛木 雄太 ﾌｴｷ ﾕｳﾀ 南魚沼市 E3107 大塚 俊勝 ｵｵﾂｶ ﾄｼｶﾂ 南魚沼市 大塚鍼灸治療院

G3028 石田 倫規 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 長岡市 F3108 水落 津誉志 ﾐｽﾞｵﾁ ﾂﾖｼ 南魚沼郡湯沢町

E3029 池田 昭史 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾌﾐ 南魚沼市 E3109 遠藤 暢司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ 新潟市 ﾋﾟﾛｸﾃﾃｽﾄﾚﾗﾝ部

G3030 佐賀 響 ｻｶﾞ ﾋﾋﾞｷ 柏崎市 新潟県立海洋高校 E3110 藤澤 真仁 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾄ 新潟市

E3031 金田 晋之介 ｶﾈﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 長岡市 F3111 本間 智之 ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾕｷ 新潟市

G3032 小幡 良輔 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 魚沼市 E3112 齋藤 克仁 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋﾄ 長岡市

E3033 齋藤 蒼 ｻｲﾄｳ ｿｳ 魚沼市 デスマラソン倶楽部 F3113 安達 智 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾙ 新潟市

G3034 中本 直翔 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾄ 南魚沼市 E3114 坂内 幸生 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾕｷｵ 上越市

F3035 江畑 郁也 ｴﾊﾞﾀ ﾌﾐﾔ 長岡市 E3115 土屋 友洋 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋﾛ 新潟市

G3036 梅岡 裕行 ｳﾒｵｶ ﾋﾛﾕｷ 長岡市 E3116 木本 崇 ｷﾓﾄ ﾀｶｼ 柏崎市 鳥とく

E3037 坂大 直也 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾅｵﾔ 魚沼市 F3117 田辺 和重 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 魚沼市

G3038 高山 駿 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝ 新潟市 E3118 本田 勲 ﾎﾝﾀﾞ ｲｻｵ 魚沼市

G3039 杵鞭 俊佑 ｷﾈﾑﾁ ｼｭﾝｽｹ 新潟市 E3119 石附 秀一 ｲｼﾂﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 五泉市 M.Seaヤンバラーズ

G3040 原 洋平 ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 新潟市 E3120 関矢 豊紀 ｾｷﾔ ﾄﾖﾉﾘ 魚沼市

F3041 関根　周渡 ｾｷﾈ ｼｭｳﾄ 加茂市 F3121 青木 亮一 ｱｵｷ ﾘｮｳｲﾁ 新潟市

F3042 長島　剛 ﾅｶﾞｼﾏ ﾂﾖｼ 魚沼市 魚沼醸造(株) F3122 鈴木 友康 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 新潟市

F3043 笛木　亮祐 ﾌｴｷ ﾘｮｳｽｹ 南魚沼市 魚沼醸造(株) E3123 大塚 耕太 ｵｵﾂｶ ｺｳﾀ 魚沼市 あぶるまジュニア

10kmの部
一般男子高校生以上39歳以下

一般男子40歳以上49歳以下



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

F3124 五十嵐 一馬 ｲｶﾗｼ ｶｽﾞﾏ 新潟市 G3208 星 孝男 ﾎｼ ﾀｶｵ 魚沼市 ビーチラック

E3125 肥田野 勉 ﾋﾀﾞﾉ ﾂﾄﾑ 新潟市 E3209 古寺 克芳 ｺﾃﾞﾗ ｶﾂﾖｼ 新潟市

E3126 山崎 努 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 小千谷市 OJIYA F.D. E3210 松川 隆雄 ﾏﾂｶﾜ ﾀｶｵ 長岡市

E3127 佐久間 隆司 ｻｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 村上市 F3211 高橋 竜也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 新潟市

E3128 阿部 謙一郎 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長岡市 F3212 丸山 政俊 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 長岡市

F3129 金子 忠義 ｶﾈｺ ﾀﾀﾞﾖｼ 加茂市 F3213 内山 幹彦 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷﾋｺ 新潟市

E3130 風間 紘毅 ｶｻﾞﾏ ｺｳｷ 三条市 F3214 今泉 祐治 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ 長岡市

F3131 西原 正晃 ﾆｼﾊﾗ ﾏｻｱｷ 南魚沼市 G3215 嶋田 建 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾂﾙ 長岡市

G3132 木村 尋嗣 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 柏崎市 G3216 間野 栄 ﾏﾉ ｼｹﾞﾙ 小千谷市 ＦＲＥＥＤＯＭ

G3133 高橋 将文 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ 十日町市 G3217 佐藤 雄一郎 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 新潟市 新潟ウェルネス

E3134 渡辺 雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 上越市 G3218 穴沢 雅光 ｱﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ 魚沼市

E3135 長部 泰行 ｵｻﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 長岡市 F3219 佐藤 敏郎 ｻﾄｳ ﾄｼﾛｳ 新潟市

G3136 栗山 潤 ｸﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 長岡市 G3220 小林 信裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 新発田市 西ヶ輪クラブ

E3137 高橋 正弘 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 岩船郡関川村 ＳＲＣ F3221 枝並 文男 ｴﾀﾞﾅﾐ ﾌﾐｵ 新潟市

F3138 後藤 宏隆 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 新潟市 G3222 松澤 秀昭 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 長岡市 長岡雑草団

F3139 中沢 敏博 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 長岡市 吉プリ G3223 澁谷 一則 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 新潟市 クーリールウルス

F3140 小林 英伸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 阿賀野市 G3224 近藤 芳樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ 新潟市

F3141 白井 昇 ｼﾗｲ ﾉﾎﾞﾙ 新潟市 G3225 中嶋 康人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾄ 新潟市

F3142 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 新潟市 E3226 内山 孝夫 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶｵ 魚沼市

F3143 上村 健太郎 ｶﾐﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 南魚沼郡湯沢町 G3227 矢野 秀樹 ﾔﾉ ﾋﾃﾞｷ 長岡市

F3144 大杉 明 ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾗ 新潟市 E3228 涌井 昭洋 ﾜｸｲ ｱｷﾋﾛ 新潟市

E3145 藤田 卓実 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 十日町市 E3229 土田 正行 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 新潟市 太和良

E3146 内藤 正彦 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 三条市 G3230 桑田 耕栄 ｸﾜﾀ ｺｳｴｲ 新潟市

G3147 熊谷 圭 ｸﾏｶﾞｲ ｷﾖｼ 魚沼市 E3231 蟹井 一 ｶﾆｲ ﾊｼﾞﾒ 村上市 むらかみＲＣ

E3148 きねふち こういち ｷﾈﾌﾁ ｺｳｲﾁ 長岡市 F3232 佐藤 栄一 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ 新潟市 福田道路株式会社

E3149 星野 慎太郎 ﾎｼﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 南魚沼市 G3233 宇ノ井 修二 ｳﾉｲ ｼｭｳｼﾞ 新潟市

E3150 増井 幸世 ﾏｽｲ ｻﾁﾖ 新潟市 F3234 細野 正之 ﾎｿﾉ ﾏｻﾕｷ 新潟市

G3151 大口 等 ｵｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 中魚沼郡津南町 東京ｺｲﾝ倶楽部競走部 G3235 山岸 毅 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ 新潟市 CUOREﾗﾝﾆﾝｸﾞ倶楽部

G3152 飛田 貴士 ﾄﾋﾞﾀ ﾀｶｼ 新潟市 ＤＳＰ F3236 上野 正光 ｳｴﾉ ﾏｻﾐﾂ 新潟市

G3153 堀田 正人 ﾎｯﾀ ﾏｻﾄ 長岡市 G3237 小林 嗣明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｸﾞｱｷ 南魚沼市

F3154 米山　正芳 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 魚沼市 雪国ランナーズクラブ F3238 嶋田 勇 ｼﾏﾀﾞ ｲｻﾑ 南魚沼市 シマダ装飾

G3155 貝瀬　龍馬 ｶｲｾ ﾘｭｳﾏ 魚沼市 (株)カイセ工業 E3239 本永 義勝 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾖｼｶﾂ 長岡市

G3156 田沢　家一 ﾀｻﾞﾜ ｲｴｲﾁ 魚沼市 (株)カイセ工業 G3240 阿部 裕司 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 燕市

E3157 菊地 良明 ｷｸﾁ ﾖｼｱｷ 長岡市 F3241 坂詰 卓史 ｻｶﾂﾞﾒ ﾀｶｼ 長岡市

F3158 田中 信 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 魚沼市 F3242 榎本 猛 ｴﾉﾓﾄ ﾀｹｼ 三条市

G3159 早川 義明 ﾊﾔｶﾜ ﾖｼｱｷ 南魚沼市 E3243 笹川 剛史 ｻｻｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 三条市

F3160 石田 哲也 ｲｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 妙高市 ヤマト運輸 G3244 西 辰弥 ﾆｼ ﾀﾂﾔ 長岡市

E3245 鈴木 一夫 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 魚沼市 ホリカフーズ㈱

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 E3246 伊藤 政人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 新潟市 アヒルクラブ

E3201 石田 孝之 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 南魚沼市 南魚沼市陸協 F3247 小池 司 ｺｲｹ ﾂｶｻ 小千谷市

E3202 伊藤 勝史 ｲﾄｳ ｶﾂｼ 燕市 ＲＯＡＤ G3248 渡邊 勉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 長岡市

G3203 長谷川 隆一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ 新潟市 E3249 渡辺 則雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ 糸魚川市

E3204 山田 征義 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 長岡市 F3250 白川 健一 ｼﾗｶﾜ ｹﾝｲﾁ 上越市

E3205 福永 勝康 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾔｽ 柏崎市 E3251 五十嵐 新 ｲｶﾗｼ ｱﾗﾀ 魚沼市 ㈱ﾄﾗﾝｽﾅｼｮﾅﾙ

F3206 内山 卓秋 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶｱｷ 長岡市 長岡崇徳大学 E3252 遠藤 聡 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 新潟市 NOSAI新潟

E3207 小柳 秀行 ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 五泉市 POPSCLUBRT新潟 F3253 小宮山 幸雄 ｺﾐﾔﾏ ﾕｷｵ 長岡市

一般男子50歳以上



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

G3254 小見山 康彦 ｺﾐﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 魚沼市 G4121 小川 直子 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｺ 長岡市

G3255 伊藤 和彦 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 西蒲原郡弥彦村 G4122 阿部 治美 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾐ 燕市

G3256 田鹿 和夫 ﾀｼﾞｶ ｶｽﾞｵ 上越市 E4123 安部 美津子 ｱﾝﾍﾞ ﾐﾂｺ 南魚沼市

F3257 石井 孝昌 ｲｼｲ ﾀｶﾖｼ 新潟市 F4124 渡辺 陽子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 長岡市

G3258 田澤 昇 ﾀｻﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 魚沼市 G4125 渡邊 真希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷｺ 新潟市

F3259 瀬下 和峰 ｾｼﾓ ｶｽﾞﾐﾈ 長岡市 堤岡中学校 G4126 当間 あや ﾄｳﾏ ｱﾔ 新潟市 新潟ランナーズ

G3260 小林 久隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾀｶ 長岡市 F4127 志田　直美 ｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 南魚沼市

F3261 野口 清治 ﾉｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 長岡市 E4128 田中　亜由美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 新潟市 TEAM バナナ

F4129 星 泰子 ﾎｼ ﾀｲｺ 魚沼市

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 F4130 吉田 美知子 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁｺ 上越市

E4001 長谷川 梨緒 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｵ 長岡市 株式会社山﨑組 E4131 西野 敦子 ﾆｼﾉ ｱﾂｺ 南魚沼市

E4002 昆 美幸 ｺﾝ ﾐﾕｷ 新潟市 新潟薬科大ＡＣ

F4003 古澤 綾佳 ﾌﾙｻﾜ ｱﾔｶ 燕市 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

G4004 西本 真子 ﾆｼﾓﾄ ﾏｺ 長岡市 E4201 宮島 りこ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｺ 新潟市

F4005 武田 未咲 ﾀｹﾀﾞ ﾐｻｷ 新潟市 G4202 星 玲子 ﾎｼ ﾚｲｺ 魚沼市 ビーチラック

F4006 関口 貴枝 ｾｷｸﾞﾁ ｷｴ 新潟市 E4203 秋野 恵子 ｱｷﾉ ｹｲｺ 新潟市

G4007 野村 真美 ﾉﾑﾗ ﾏﾐ 新潟市 新潟ランナーズ E4204 俵谷 正美 ﾀﾜﾗﾔ ﾏｻﾐ 新潟市

E4008 渡邊 香織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙ 長岡市 F4205 遠藤 知子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 長岡市

F4009 山崎 恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 新潟市 F4206 今泉 八一子 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾔｲｺ 長岡市

G4010 滝沢 友美 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 新潟市 G4207 渡辺 孝子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｺ 新潟市

G4011 合浜 紗耶未 ｱｲﾊﾏ ｻﾔﾐ 新潟市 ㈱ウエストフーズ F4208 和田 庸子 ﾜﾀﾞ ﾖｳｺ 新潟市 新潟臨港病院

G4012 長谷川　亜耶 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔ 長岡市 G4209 谷地田 知子 ﾔﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ 三条市

F4013 宮田　悠 ﾐﾔﾀ ﾊﾙｶ 南魚沼市 F4210 岡部 成子 ｵｶﾍﾞ ｼｹﾞｺ 三条市

B4014 中村 文香 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｶ 新発田市 G4211 塩野谷 きよみ ｼｵﾉﾔ ｷﾖﾐ 南魚沼市 そよ風レディース

F4212 細野 美智代 ﾎｿﾉ ﾐﾁﾖ 新潟市

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 F4213 山田 ひとみ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ 南魚沼市

G4101 山下 優子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ 南魚沼郡湯沢町 G4214 近藤 時江 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｷｴ 新潟市

G4102 本間 幸恵 ﾎﾝﾏ ｻﾁｴ 新潟市 F4215 阿部 あゆみ ｱﾍﾞ ｱﾕﾐ 長岡市

E4103 相澤 雪絵 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｷｴ 柏崎市 G4216 鷲尾 智子 ﾜｼｵ ｻﾄｺ 新潟市

G4104 木村 恵子 ｷﾑﾗ ｹｲｺ 柏崎市 F4217 廣瀬 晴美 ﾋﾛｾ ﾊﾙﾐ 長岡市

G4105 佐藤 美智 ｻﾄｳ ﾐﾁ 新潟市 G4218 田村 静子 ﾀﾑﾗ ｼｽﾞｺ 柏崎市

E4106 加藤 ゆり子 ｶﾄｳ ﾕﾘｺ 新潟市 G4219 佐藤 貴代美 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ 新潟市

G4107 藤岡 淳子 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾞｭﾝｺ 魚沼市 G4220 觧良 めい子 ｹﾗ ﾒｲｺ 燕市

F4108 山之内 暁文 ﾔﾏﾉｳﾁ ｱｹﾐ 魚沼市 G4221 戸田 陽子 ﾄﾀﾞ ﾖｳｺ 南魚沼市 そよ風レディース

F4109 目黒 佳奈子 ﾒｸﾞﾛ ｶﾅｺ 魚沼市 G4222 髙野 美佐子 ﾀｶﾉ ﾐｻｺ 魚沼市 そよ風レディース

G4110 斉藤 綾子 ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ 新潟市 新潟ランナーズ G4223 小林 美智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 長岡市

G4111 高橋 恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 十日町市 G4224 小幡　委希子 ｵﾊﾞﾀ ｲｷｺ 南魚沼市

G4112 栗山 しのぶ ｸﾘﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 長岡市 G4225 南雲 真智子 ﾅｸﾞﾓ ﾏﾁｺ 小千谷市

F4113 関 稲子 ｾｷ ｲﾈｺ 新潟市 ウェルネス G4227 鈴木 よし子 ｽｽﾞｷ ﾖｼｺ 南魚沼市 そよ風レディース

F4114 鈴木 ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 長岡市 G4228 佐藤 サチ ｻﾄｳ ｻﾁ 南魚沼市 そよ風レディース

G4115 今坂 麻希 ｲﾏｻｶ ﾏｷ 南魚沼市 F4229 村田 敏恵 ﾑﾗﾀ ﾄｼｴ 小千谷市

G4116 町田 奈保子 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵｺ 南魚沼市 G4230 関 照美 ｾｷ ﾃﾙﾐ 南魚沼市 そよ風レディース

F4117 大嶋 真由美 ｵｵｼﾏ ﾏﾕﾐ 新潟市

G4118 吉野 佳奈子 ﾖｼﾉ ｶﾅｺ 長岡市

G4119 五十嵐 友起子 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷｺ 長岡市

G4120 竹中 ゆかり ﾀｹﾅｶ ﾕｶﾘ 新潟市

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


