
第25回滑川ほたるいかマラソン
2022/10/9

滑川市スポーツ・健康の森公園 陸上競技場

8 10kmの部 男子34歳以下
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 10004 0:32:33 山本 蒼天 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 下伊那郡陸協
2 10011 0:37:04 金田 康平 ｶﾈﾀﾞ ｺｳﾍｲ -
3 10025 0:44:04 原田 真和 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ -
4 10006 0:44:48 西野 雅幸 ﾆｼﾉ ﾏｻﾕｷ -
5 10015 0:46:27 愛宕 一哲 ｱﾀｺﾞ ｲｯﾃﾂ -
6 10018 0:47:04 宮川 悠翔 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ -
7 10026 0:47:33 中野 謙一郎 ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁﾛｳ -
8 10002 0:47:43 松浦 弘明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ -
9 10020 0:55:53 林 貴規 ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 三協アルミ

10 10016 0:57:40 足立 哲也 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ -
11 10022 0:58:09 荒谷 昌希 ｱﾗﾔ ﾏｻｷ -
12 10001 0:58:42 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ -
13 10028 0:59:36 沢田 智寛 ｻﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ -
14 10024 0:59:45 桜井 大樹 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｷ -
15 10019 1:02:24 林 陽光 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾐ マツケンクラブ
16 10009 1:05:20 松本 和之 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ -
17 16001 1:08:28 長谷川 拓也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ -
18 10003 1:09:33 道具 祐耶 ﾄﾞｳｸﾞ ﾕｳﾔ -
19 10007 1:13:00 大場 優希 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ -
20 10023 1:15:31 土田 駿 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭﾝ -
21 10021 1:17:30 太田 康平 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ -
22 10014 1:30:17 鷹合 風雅 ﾀｶｺﾞｳ ﾌｳｶﾞ -

9 10kmの部 男子35～49歳
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 11013 0:33:32 原 武司 ﾊﾗ ﾀｹｼ 飯田下伊那
2 11055 0:35:22 黒田 眞生 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｷ -
3 11039 0:36:47 西村 彰範 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾘ -
4 11014 0:36:50 谷内 隆浩 ﾀﾆｳﾁ ﾀｶﾋﾛ ＳＳランナー
5 11035 0:36:58 佐々木 宣泰 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾔｽ 星槎国際高等学校
6 11018 0:40:36 櫻井 芳夫 ｻｸﾗｲ ﾖｼｵ アミノｉｎ富山
7 11051 0:40:44 小山 裕士 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ -
8 11001 0:44:10 藤吉 祐介 ﾌｼﾞﾖｼ ﾕｳｽｹ -
9 11024 0:45:37 原山 洋 ﾊﾗﾔﾏ ﾋﾛｼ -

10 11005 0:46:34 広野 順 ﾋﾛﾉ ｼﾞｭﾝ -
11 11054 0:46:41 寺坪 修一 ﾃﾗﾂﾎﾞ ｼｭｳｲﾁ -
12 11026 0:46:46 島倉 亮治 ｼﾏｸﾗ ﾘｮｳｼﾞ -
13 11057 0:48:07 牧野 治 ﾏｷﾉ ｵｻﾑ -
14 11038 0:48:29 山村 真史 ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ -
15 11033 0:49:12 亀山 祐貴 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ -
16 11009 0:49:42 平野 誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ -
17 11003 0:51:11 橋本 清孝 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖﾀｶ -
18 11022 0:51:45 島倉 雄二 ｼﾏｸﾗ ﾕｳｼﾞ -
19 11045 0:52:25 高瀬 秀樹 ﾀｶｾ ﾋﾃﾞｷ -
20 11002 0:53:33 中川 優 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾙ -
21 11053 0:54:46 松武 浩二 ﾏﾂﾀｹ ｺｳｼﾞ -
22 11042 0:55:38 谷本 信二 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝｼﾞ チームぴょん吉
23 11060 0:55:49 小坂 裕之 ｺｻﾞｶ ﾋﾛﾕｷ -
24 11017 0:56:03 藍口 聖二 ｱｲｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ -
25 11004 0:56:35 横井 啓史 ﾖｺｲ ｹｲｼﾞ -
26 11031 0:57:01 古本 達也 ﾌﾙﾓﾄ ﾀﾂﾔ -
27 11036 0:57:24 竹山 和宏 ﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ クラブチホ



28 11040 0:57:54 油本 剛志 ｱﾌﾞﾗﾓﾄ ﾂﾖｼ -
29 11046 0:58:26 浦田 繁玄 ｳﾗﾀ ｼｹﾞﾊﾙ -
30 11019 0:58:45 小林 茂一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｶｽﾞ -
31 11052 0:59:06 加藤 謙二 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ -
32 11048 0:59:28 永本 豊 ｴｲﾎﾝ ﾕﾀｶ -
33 11032 1:00:12 浦本 憲秀 ｳﾗﾓﾄ ﾉﾘﾋﾃﾞ -
34 11062 1:00:13 海津 雄 ｶｲﾂﾞ ﾕｳ -
35 11012 1:01:03 呉谷 昌彦 ｺﾞﾀﾆ ﾏｻﾋｺ -
36 11050 1:01:03 上代 浩隆 ｶﾐﾀﾞｲ ﾋﾛﾀｶ -
37 11008 1:01:23 皆川 裕介 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ -
38 11059 1:01:48 郷津 宏之 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋﾛﾕｷ -
39 11049 1:01:52 佐伯 和志 ｻｴｷ ｶｽﾞｼ -
40 11061 1:02:23 堀 晴雄 ﾎﾘ ﾊﾙｵ -
41 11025 1:06:12 作田 大輔 ｻｸﾀ ﾀﾞｲｽｹ -
42 11063 1:07:22 清川 秀樹 ｷﾖｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 朝野電気鉄道
43 11028 1:08:14 上田 秀剛 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋｻ -
44 11041 1:08:32 林 洋彰 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ -
45 11010 1:08:45 塚原 卓 ﾂｶﾊﾗ ｽｸﾞﾙ -
46 11016 1:10:19 山﨑 光秀 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾃﾞ -
47 11056 1:10:31 島崎 亮人 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾄ -
48 11021 1:11:44 石黒 智之 ｲｼｸﾛ ﾄﾓﾕｷ -
49 11037 1:12:06 舟金 敏彦 ﾌﾅｷﾝ ﾄｼﾋｺ -
50 11020 1:16:26 二川 英之 ﾌﾀｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ ＵＷＦ
51 11023 1:19:48 米澤 優 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾙ -
52 11011 1:26:14 紙屋 諭 ｶﾐﾔ ｻﾄｼ -
53 11030 1:26:18 北川 公司 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ -

10 10kmの部 男子50～59歳以下
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 12044 0:36:04 佐々木 勇二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ くろべ川ＡＣ
2 12032 0:40:14 越橋 学 ｺｼﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 万葉健友会
3 12014 0:40:17 丸山 修樹 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ -
4 12019 0:40:59 森内 達也 ﾓﾘｳﾁ ﾀﾂﾔ -
5 12005 0:41:47 斉藤 康 ｻｲﾄｳ ﾔｽｼ ＳＲＣ
6 12013 0:43:35 長田 歩 ﾅｶﾞﾀ ｱﾕﾐ -
7 12007 0:45:00 野田 昌之 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾕｷ クラブボルダー
8 12027 0:45:27 浜田 幸宜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ 浜田鉄工
9 12042 0:46:38 松澤 貴雄 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｵ -

10 12010 0:46:54 横田 博和 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ -
11 12006 0:47:48 牛田 稔一 ｳｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ -
12 12001 0:48:44 森下 正木 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｷ -
13 12022 0:49:23 高慶 哲也 ｺｳｹｲ ﾃﾂﾔ すっとこどっこい
14 12009 0:49:27 河原 均 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾄｼ -
15 12023 0:50:00 岩城 毅 ｲﾜｷ ﾂﾖｼ -
16 12011 0:50:04 村田 健治 ﾑﾗﾀ ｹﾝｼﾞ -
17 12002 0:53:17 北村 誠 ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ -
18 12026 0:53:31 宮下 克典 ﾐﾔｼﾀ ｶﾂﾉﾘ -
19 12024 0:54:23 中川 和幸 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ -
20 12017 0:55:45 大坪 正弘 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ -
21 12053 0:57:37 経沢 清則 ﾂﾈｻﾞﾜ ｷﾖﾉﾘ ＣＧＵＣＯＬＯＲＳ
22 12028 0:57:51 長崎 秀樹 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾃﾞｷ -
23 12039 0:58:24 杉本 亘 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ -
24 12050 0:58:41 瀬川 裕康 ｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ -
25 12008 0:59:02 瀬戸 弘 ｾﾄ ﾋﾛｼ -
26 12048 0:59:04 森林 茂幸 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾕｷ -
27 12034 0:59:36 村田 和裕 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ -
28 12031 1:00:47 芝田 潤一 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
29 12035 1:01:20 押川 宗成 ｵｼｶﾜ ﾑﾈﾅﾘ -
30 12015 1:01:27 吉野 智行 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾕｷ ＴＥＡＭ　Ｒ３４



31 12004 1:03:04 関根 庄一 ｾｷﾈ ｼｮｳｲﾁ -
32 12046 1:05:25 大﨑 直樹 ｵｵｻｷ ﾅｵｷ -
33 12040 1:06:09 山元 智成 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ -
34 12025 1:06:24 貴答 孝一 ｷﾄｳ ｺｳｲﾁ -
35 12043 1:07:04 堀江 研二 ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ 久喜郵便局
36 12051 1:07:12 杉江 司 ｽｷﾞｴ ﾂｶｻ 五位中柔道部ＯＢ会
37 12036 1:08:23 四十沢 忠勝 ｱｲｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｶﾂ ありそＲＣ
38 12041 1:09:11 橋爪 博信 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛﾉﾌﾞ -
39 12038 1:10:39 藤田 信幸 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ -
40 12047 1:11:27 西野 栄一 ﾆｼﾉ ｴｲｲﾁ -
41 12030 1:11:51 橋本 宏治 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ -
42 12003 1:11:56 川原 祐二 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｼﾞ -
43 12052 1:13:38 川口 彰悦 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾖｼ -
44 12033 1:15:09 鷲山 昌秀 ﾜｼﾔﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ -
45 12029 1:18:00 金泉 康之 ｷﾝｾﾝ ﾔｽﾕｷ バーニングＲＣ
46 12021 1:20:20 山田 寛 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ -
47 12016 1:23:02 上坂 悟 ｶﾐｻｶ ｻﾄﾙ -
48 12018 1:25:25 藤森 靖史 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔｽｼ -
49 12020 1:27:21 山下 聡司 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ -

11 10kmの部 男子60歳以上
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 13003 0:40:30 吉村 直樹 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｷ いたち川ＲＣ
2 13009 0:41:02 浦山 勝政 ｳﾗﾔﾏ ｶﾂﾏ オリンピアンスイム
3 13040 0:43:07 松本 一之 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 亀岡ランナーズ
4 13036 0:47:05 轟 信治 ﾄﾄﾞﾛｷ ｼﾝｼﾞ みしまの
5 13042 0:47:16 佐伯 秀彦 ｻｴｷ ﾋﾃﾞﾋｺ いたち川ＲＣ
6 13034 0:49:24 辰尾 一広 ﾀﾂｵ ｶｽﾞﾋﾛ -
7 13006 0:51:37 浦田 俊弘 ｳﾗﾀ ﾄｼﾋﾛ -
8 13018 0:51:46 日高 寿美 ﾋﾀﾞｶ ﾋｻﾐ -
9 13033 0:52:31 柴田 泰司 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽｼ -

10 13053 0:56:25 野島 達也 ﾉｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ -
11 13025 0:57:04 相田 芳郎 ｱｲﾀﾞ ﾖｼﾛｳ ＹＫＫ社友会
12 13016 0:57:28 高谷 重昭 ﾀｶﾔ ｼｹﾞｱｷ 亀田酒店陸上部
13 13005 0:58:49 荒俣 進 ｱﾗﾏﾀ ｽｽﾑ -
14 13029 0:59:25 田辺 将伯 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ タナベファミリー
15 13013 0:59:28 沢崎 昌志 ｻﾜｻｷ ﾏｻｼ -
16 13001 0:59:42 知田 誠 ﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ -
17 13024 0:59:51 柚木 三夫 ﾕﾉｷ ﾐﾂｵ -
18 13054 1:00:33 大西 茂雄 ｵｵﾆｼ ｼｹﾞｵ -
19 13044 1:02:01 谷口 裕之 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ -
20 13050 1:02:19 西田 孝一 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ -
21 13041 1:02:22 五十嵐 利之 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾕｷ -
22 13048 1:02:26 木村 清志 ｷﾑﾗ ｷﾖｼ -
23 13030 1:03:39 若林 克己 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾐ -
24 13019 1:04:10 大間知 克彦 ｵｵﾏﾁ ｶﾂﾋｺ -
25 13007 1:04:18 下野 利行 ｼﾓﾉ ﾄｼﾕｷ チームみるく
26 13014 1:04:27 河野 徹 ｶﾜﾉ ﾄｵﾙ -
27 13045 1:04:38 小川 修世 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｾｲ マツケンクラブ
28 13004 1:04:39 坪野 恭久 ﾂﾎﾞﾉ ﾔｽﾋｻ -
29 13047 1:04:45 嶋川 渡 ｼﾏｶﾜ ﾜﾀﾙ -
30 13027 1:05:22 水野 和徳 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 米三ランナーズ
31 13022 1:06:34 河田 見一 ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ -
32 13012 1:07:18 長谷川 健治 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ -
33 13010 1:07:26 若宮 真自 ﾜｶﾐﾔ ｼﾝｼﾞ チーム上飯野
34 13031 1:07:31 菅沼 英次 ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲｼﾞ -
35 13023 1:07:43 松井 裕敏 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄｼ -
36 13037 1:08:17 平岡 久芳 ﾋﾗｵｶ ﾋｻﾖｼ -
37 13015 1:08:34 堀井 良一 ﾎﾘｲ ﾘﾖｳｲﾁ -



38 13035 1:09:22 竹瀬 美昭 ﾀｹｾ ﾖｼｱｷ -
39 13032 1:11:01 白石 博 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｼ -
40 13046 1:12:34 丸山 紳一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ ＺＫＭ富山
41 13020 1:13:33 中林 友義 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾖｼ -
42 13049 1:14:10 西部 俊治 ﾆｼﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ -
43 13043 1:14:50 脇本 敏昭 ﾜｷﾓﾄ ﾄｼｱｷ -
44 13051 1:16:03 毛利 一浩 ﾓｳﾘ ｶｽﾞﾋﾛ -
45 13021 1:19:02 吉田 孝志 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ -
46 13008 1:19:27 黒田 浩行 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ -
47 13028 1:20:37 住 康雄 ｽﾐ ﾔｽｵ ＺＫＭ富山
48 13017 1:21:00 藤井 康志 ﾌｼﾞｲ ﾔｽｼ -
49 13052 1:30:12 松倉 勝雄 ﾏﾂｸﾗ ｶﾂｵ -
50 13002 1:31:17 堺谷 勝明 ｻｶｲﾀﾞﾆ ｶﾂｱｷ 還暦プラス３
51 13055 1:54:17 松井 和夫 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｵ -

12 10kmの部 女子34歳以下
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 14014 0:42:53 大浦 香 ｵｵｳﾗ ｶｵﾘ -
2 14011 0:47:12 大野 久美 ｵｵﾉ ｸﾐ -
3 14012 0:49:00 林 沙織 ﾊﾔｼ ｻｵﾘ -
4 14002 0:56:06 九曜 明日香 ｸﾖｳ ｱｽｶ -
5 14003 1:06:30 遠藤 優希 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ -
6 14015 1:07:51 山田 薫乃 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ -
7 14004 1:09:34 奥村 美咲 ｵｸﾑﾗ ﾐｻｷ 訪問看護ほ～っと富山
8 14006 1:13:00 西山 あゆ美 ﾆｼﾔﾏ ｱﾕﾐ -
9 14005 1:13:24 林原 春海 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾊﾙﾐ アミノバリュー富山

10 14007 1:14:41 稲垣 愛美 ｲﾅｶﾞｷ ﾒｸﾞﾐ -
11 14008 1:18:05 四間丁 仁美 ｼｹﾝﾁｮｳ ﾋﾄﾐ -
12 14010 1:23:02 寺崎 陽香 ﾃﾗｻｷ ﾊﾙｶ -
13 14009 1:26:21 草嶋 涼子 ｸｻｼﾞﾏ ﾘｮｳｺ -

13 10kmの部 女子35歳以上
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 15061 0:43:30 松本 康子 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｺ アピアＧＲＡ
2 15062 0:43:49 野田 瞳 ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾐ -
3 15038 0:50:02 渡邉 可奈子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ -
4 15008 0:56:09 阿部 歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾐ -
5 15051 0:57:20 丸杉 博子 ﾏﾙｽｷﾞ ﾋﾛｺ -
6 15029 0:57:41 中川 亜由美 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾕﾐ -
7 15015 0:58:25 和泉 真澄 ｲｽﾞﾐ ﾏｽﾐ -
8 15027 0:58:39 石川 ひとみ ｲｼｶﾜ ﾋﾄﾐ -
9 15044 0:59:05 河村 智美 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾐ -

10 15013 0:59:34 青山 裕美 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ -
11 15007 1:00:53 上田 華絵 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｴ -
12 15065 1:01:11 増山 早苗 ﾏｽﾔﾏ ｻﾅｴ -
13 15004 1:01:14 渡部 洋美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ -
14 15009 1:02:00 小林 淳子 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ -
15 15024 1:02:36 大垣 有紀 ｵｵｶﾞｷ ﾕｷ -
16 15022 1:03:02 谷口 孝子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｺ ウイングラン飛
17 15023 1:03:06 川尻 智美 ｶﾜｼﾞﾘ ﾄﾓﾐ -
18 15064 1:03:11 青石 明美 ｱｵｲｼ ｱｹﾐ -
19 15032 1:03:52 田辺 昭代 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾖ タナベファミリー
20 15011 1:03:52 藤木 美智代 ﾌｼﾞｷ ﾐﾁﾖ -
21 15021 1:04:49 藤井 恵美子 ﾌｼﾞｲ ｴﾐｺ -
22 15048 1:04:56 碓井 麻起 ｳｽｲ ﾏｷ -
23 15020 1:05:51 沢崎 春美 ｻﾜｻｷ ﾊﾙﾐ -
24 15003 1:06:17 斉藤 希 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ＳＲＣ
25 15039 1:06:29 松井 芳香 ﾏﾂｲ ﾖｼｶ -
26 15034 1:07:24 川﨑 妙子 ｶﾜｻｷ ﾀｴｺ -



27 15053 1:07:26 柳田 早苗 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｻﾅｴ -
28 15002 1:07:30 飯田 朋子 ｲｲﾀﾞ ﾄﾓｺ -
29 15006 1:07:39 広見 万希子 ﾋﾛﾐ ﾏｷｺ -
30 15026 1:07:41 板谷 真紀 ｲﾀﾀﾞﾆ ﾏｷ -
31 15057 1:07:41 酒井 美保子 ｻｶｲ ﾐﾎｺ -
32 15058 1:08:00 穂田 美幸 ﾎﾀﾞ ﾐﾕｷ -
33 15056 1:08:04 森田 まゆみ ﾓﾘﾀ ﾏﾕﾐ -
34 15041 1:08:13 平田 雅江 ﾋﾗﾀ ﾏｻｴ -
35 15060 1:08:27 二口 美紀子 ﾌﾀｸﾁ ﾐｷｺ -
36 15059 1:08:36 有沢 千恵子 ｱﾘｻﾜ ﾁｴｺ -
37 15016 1:08:48 大居 和美 ｵｵｲ ｶｽﾞﾐ -
38 15049 1:08:49 石田 裕美 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ -
39 15019 1:08:59 近江 和子 ｵｳﾐ ｶｽﾞｺ -
40 15047 1:10:39 藤田 弘美 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾐ -
41 15052 1:11:04 永本 美紀 ｴｲﾎﾝ ﾐｷ -
42 15042 1:11:11 平松 祐恵 ﾋﾗﾏﾂ ｻﾁｴ -
43 15063 1:11:27 西島 さだ子 ﾆｼｼﾞﾏ ｻﾀﾞｺ -
44 15046 1:12:07 平岡 小代子 ﾋﾗｵｶ ｻﾖｺ -
45 15045 1:13:02 関井 理江 ｾｷｲ ﾘｴ -
46 15031 1:15:05 真田 美智子 ｻﾅﾀﾞ ﾐﾁｺ -
47 15005 1:15:23 若村 飛香 ﾜｶﾑﾗ ｱｽｶ -
48 15055 1:15:45 高松 由紀子 ﾀｶﾏﾂ ﾕｷｺ -
49 15018 1:16:20 堂口 礼子 ﾄﾞｳｸﾞﾁ ﾚｲｺ -
50 15025 1:17:20 河田 新子 ｶﾜﾀ ｼﾝｺ -
51 15050 1:18:49 南澤 園美 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿﾉﾐ -
52 15040 1:19:15 大西 佳世 ｵｵﾆｼ ｶﾖ -
53 15035 1:19:47 カーン イリーナ ｶｰﾝ ｲﾘｰﾅ -
54 15054 1:21:09 高畠 まさみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｻﾐ -
55 15036 1:22:25 山下 直美 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾐ -
56 15028 1:23:05 深田 佳栄子 ﾌｶﾀﾞ ｶｴｺ -
57 15033 1:36:59 平野 愛 ﾋﾗﾉ ｱｲ -


