
順位 総合順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 居住地 所属 タイム

1 1 4009 和田 みほ ワダ ミホ 新潟市 新潟スカイクラブ 2:15:26

2 2 4001 吉澤 早紀 ヨシザワ サキ 群馬県 2:19:04

3 3 4026 服部 史子 ハットリ フミコ 十日町市 2:24:01

4 4 4033 戸部 雅江 トベ マサエ 群馬県 劇団一人 2:26:08

5 7 4035 喜入 亜希 キイレ アキ 富山県 トレラン同好会 2:45:25

6 8 4017 丸山 祥代 マルヤマ アキヨ 神奈川県 ｓｇｈレーシングチーム 2:46:05

7 9 4025 渡邊 香織 ワタナベ カオル 長岡市 2:46:34

8 10 4031 野本 景子 ノモト ケイコ 新潟市 2:52:28

9 11 4006 田中 聖子 タナカ ショウコ 新潟市 2:54:42

10 13 4003 南雲 亜沙子 ナグモ アサコ 小千谷市 2:59:47

11 14 4027 小林 里美 コバヤシ サトミ 見附市 2:59:51

12 15 4005 小薬 はるな コグスリ ハルナ 埼玉県 ぐっすりー 3:01:37

13 17 4038 大石 遥 オオイシ ハルカ 新潟市 静岡ＯＬＣ 3:06:53

14 18 4023 佐藤 真理加 サトウ マリカ 出雲崎町 3:07:23

15 19 4019 阿部 智子 アベ トモコ 新潟市 3:08:58

16 21 4028 石塚 有希 イシヅカ ユウキ 十日町市 3:11:49

17 22 4030 酒井 瞳 サカイ ヒトミ 阿賀野市 3:12:39

18 24 4018 小村 久美子 コムラ クミコ 宮城県 3:18:16

19 25 4012 小菅 一美 コスゲ カズミ 群馬県 3:22:44

20 26 4022 加瀬 博香 カセ ヒロカ 長野県 3:23:14

21 27 4032 河野 珠里亜 カワノ ジュリア 長岡市 越王会 3:23:32

22 28 4008 菅原 恵美 スガワラ ケイミ 宮城県 仙台ランナーズクラブ 3:24:18

23 29 4024 桑原 麻美 クワバラ アサミ 柏崎市 3:25:56

24 33 4016 佐藤 真由美 サトウ マユミ 小千谷市 3:36:16

25 35 4015 服部 亜矢 ハットリ アヤ 長岡市 3:40:10

26 36 4013 土谷 明美 ドヤ アケミ 新潟市 3:43:50

27 40 4040 飯森　葉子 イイモリ　ヨウコ 長野県 3:47:43

28 44 4037 根岸 涼子 ネギシ リョウコ 静岡県 3:53:32

29 48 4010 村上 和子 ムラカミ カズコ 長岡市 3:58:37

30 49 4007 軍司 由香 グンジ ユカ 茨城県 3:59:07

31 52 4036 太刀川 悦子 タチカワ エツコ 長岡市 4:20:36

32 53 4020 江木 杏里 エギ アンリ 神奈川県 4:22:12

33 54 4034 渡辺 類 ワタナベ ルイ 小千谷市 4:22:58

34 55 4014 山崎 浩美 ヤマザキ ヒロミ 長岡市 カスピ会 4:34:51

DNF - 9102 木下 瑛子 キノシタ ヨウコ 長岡市 ｓｇｈレーシングチーム

DNS - 4002 伊澤 菜美子 イザワ ナミコ 群馬県

DNS - 4011 加藤 思歩 カトウ シホ 福島県

越後カントリートレイル

令和4年6月19日(日)

【種目】22km 女子 中学生以上49歳以下
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越後カントリートレイル

令和4年6月19日(日)

【種目】22km 女子 中学生以上49歳以下

DNS - 4021 新坂 志保里 シンサカ シホリ 東京都 ｔｔｒ

DNS - 4029 澤田 紫菜乃 サワダ シナノ 山梨県

DNS - 4039 中山 栞 ナカヤマ シオリ 柏崎市
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