
第12回 乗鞍天空マラソン
開催日：2017年6月18（日） 　　場所：乗鞍エコーライン特設コース 主催：のりくら観光協会

42.195km女子 高校以上
順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 地区

1 303 3時間45分31秒 中村 陽子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ - 東京都
2 326 3時間46分15秒 鈴木 潤子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ チーム激坂 東京都
3 304 3時間47分14秒 武田 典子 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 多摩川サブ３会 東京都
4 313 3時間47分47秒 長坂 恵子 ﾅｶﾞｻｶ ｹｲｺ トヨタＳＣ 愛知県
5 338 3時間50分26秒 表 知史 ｵﾓﾃ ﾁﾌﾐ 八十二銀行 長野県
6 328 3時間59分45秒 萩原 鈴恵 ﾊｷﾞﾜﾗ ｽｽﾞｴ - 静岡県
7 308 4時間01分15秒 浅野 貴子 ｱｻﾉ ﾀｶｺ リスタート 神奈川県
8 389 4時間05分37秒 奥原 千世 ｵｸﾊﾗ ﾁｾ - 東京都
9 369 4時間10分10秒 増田 美紀 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷ - 静岡県

10 312 4時間11分32秒 木村 泰子 ｷﾑﾗ ﾔｽｺ タリルノ会 東京都
11 392 4時間16分23秒 北村 美由紀 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｷ 名城ＡＲＣ 愛知県
12 306 4時間16分48秒 瀬尾 暢香 ｾｵ ﾉﾌﾞｶ - 東京都
13 394 4時間21分16秒 中野 ミエ ﾅｶﾉ ﾐｴ Ｔ・Ｋ・ＲＵＮ 神奈川県
14 317 4時間23分24秒 中村 知子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ リスペクト 埼玉県
15 384 4時間25分47秒 佐藤 真琴 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ - 大阪府
16 419 4時間29分49秒 古口　 靖子 ｺｸﾞﾁ ﾔｽｺ - 栃木県
17 380 4時間31分06秒 猿渡 もえこ ｻﾜﾀﾘ ﾓｴｺ - 愛知県
18 310 4時間33分26秒 久保田 泰子 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｺ - 大阪府
19 344 4時間33分33秒 奥山 佳恵 ｵｸﾔﾏ ﾖｼｴ - 兵庫県
20 314 4時間33分39秒 水野 いづみ ﾐｽﾞﾉ ｲﾂﾞﾐ - 福井県
21 421 4時間37分34秒 等々力 悦子 ﾄﾄﾞﾛｷ ｴﾂｺ - 東京都
22 372 4時間39分07秒 岩瀬 友香 ｲﾜｾ ﾕｶ - 神奈川県
23 363 4時間39分28秒 近森 亜紀子 ﾁｶﾓﾘ ｱｷｺ ひめまつり 京都府
24 332 4時間44分28秒 田村 友加 ﾀﾑﾗ ﾕｶ 芦屋浜ＡＣ 兵庫県
25 374 4時間46分31秒 西垣 尚美 ﾆｼｶﾞｷ ﾅｵﾐ - 奈良県
26 342 4時間47分31秒 有賀 千春 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ - 神奈川県
27 309 4時間47分51秒 杉浦 友紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷ - 愛知県
28 350 4時間48分07秒 金子 亜希子 ｶﾈｺ ｱｷｺ - 愛知県
29 385 4時間50分27秒 高橋 裕美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ アスロンズ 埼玉県
30 349 4時間50分48秒 林 裕子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ - 三重県
31 351 4時間52分27秒 清水 美歩 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ - 兵庫県
32 368 4時間52分28秒 前田 美咲子 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 山爽走 兵庫県
33 331 4時間54分00秒 芦澤 千春 ｱｼｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ ＧＯＧＯＥＧＧ 山梨県
34 364 4時間55分47秒 大西 千奈都 ｵｵﾆｼ ﾁﾅﾂ 埼玉ＢＧ走友会 奈良県
35 387 4時間57分06秒 中瀬 由香 ﾅｶｾ ﾕｶ - 神奈川県
36 402 4時間57分36秒 西山 史恵 ﾆｼﾔﾏ ﾌﾐｴ - 大阪府
37 343 4時間58分09秒 原谷 京子 ﾊﾗﾀﾆ ｷｮｳｺ - 兵庫県
38 307 4時間58分42秒 長岡 壽代 ﾅｶﾞｵｶ ﾋｻﾖ - 静岡県
39 359 5時間01分46秒 上武 真佐恵 ｳｴﾀｹ ﾏｻｴ - 栃木県
40 334 5時間02分06秒 大平 かおる ｵｵﾀﾞｲﾗ ｶｵﾙ - 東京都
41 415 5時間02分19秒 木田 しのぶ ｷﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ - 大阪府
42 383 5時間03分33秒 長田 実花 ｵｻﾀﾞ ﾐｶ - 静岡県
43 388 5時間06分28秒 榎 祥子 ｴﾉｷ ｼｮｳｺ - 東京都
44 345 5時間06分48秒 井口 由美 ｲｸﾞﾁ ﾕﾐ - 兵庫県
45 333 5時間06分57秒 平野 ゆうき ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ - 東京都
46 420 5時間06分57秒 下田 洋子 ｼﾓﾀﾞ ﾖｳｺ - 東京都
47 382 5時間07分00秒 久家 本子 ｸｹﾞ ﾓﾄｺ - 岡山県
48 367 5時間07分46秒 柴田 由佳利 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶﾘ - 愛知県
49 346 5時間08分27秒 山崎 美奈子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾅｺ 山爽走 大阪府
50 365 5時間09分20秒 野中 絵美 ﾉﾅｶ ｴﾐ - 東京都
51 318 5時間09分59秒 佐藤 友香 ｻﾄｳ ﾕｶ コアラ一家 岐阜県
52 352 5時間12分25秒 小林 恵美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐｺ オールバディ 大阪府
53 417 5時間12分39秒 中庭　めぐみ ﾅｶﾆﾜ ﾒｸﾞﾐ - 東京都
54 354 5時間14分18秒 折田 真弓 ｵﾘﾀ ﾏﾕﾐ 千里らんらん 大阪府
55 315 5時間14分21秒 青山 佳代子 ｱｵﾔﾏ ｶﾖｺ - 福井県
56 355 5時間15分57秒 福田 房代 ﾌｸﾀﾞ ﾌｻﾖ - 兵庫県
57 371 5時間16分14秒 廖 可喬 ﾘｮｳ ｶｷｮｳ - 東京都
58 393 5時間20分39秒 友野 由香 ﾄﾓﾉ ﾕｶ ＪＳＣ 東京都
59 356 5時間20分59秒 鴻池 友江 ｺｳﾉｲｹ ﾄﾓｴ ＭＴＣ 東京都
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60 305 5時間21分13秒 出野 由夏 ｲﾃﾞﾉ ﾕｶ 蓮華寺池ＲＣ 静岡県
61 414 5時間25分16秒 葉狩 奈穂子 ﾊｶﾞﾘ ﾅﾎｺ モンベル 神奈川県
62 362 5時間25分46秒 村中 由紀 ﾑﾗﾅｶ ﾕｷ - 東京都
63 398 5時間26分49秒 西山 乃里子 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾘｺ - 大阪府
64 337 5時間29分56秒 村瀬 香代子 ﾑﾗｾ ｶﾖｺ - 三重県
65 321 5時間30分58秒 村長 真理 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾏﾘ - 滋賀県
66 404 5時間32分36秒 菊地 祐里江 ｷｸﾁ ﾕﾘｴ - 長野県
67 325 5時間32分41秒 小坂 優子 ｺｻｶ ﾖｼｺ 大阪マスターズ 大阪府
68 381 5時間33分27秒 浅井 優季 ｱｻｲ ﾕｷ - 愛知県
69 399 5時間33分39秒 岡本 ﾎﾟｰﾝﾃｨｯﾌﾟ ｵｶﾓﾄ ﾎﾟｰﾝﾃｨｯﾌﾟ - 兵庫県
70 413 5時間34分00秒 東海林 佑美 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐ - 長野県
71 301 5時間34分29秒 大井 敏子 ｵｵｲ ﾄｼｺ チームのこのこ 長野県
72 335 5時間34分31秒 大羽 智恵美 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ - 愛知県
73 323 5時間37分52秒 菅田 泰子 ｶﾝﾀﾞ ﾔｽｺ 風になり隊 東京都
74 391 5時間39分06秒 和田 真紀 ﾜﾀﾞ ﾏｷ タマゴグミ 愛知県
75 400 5時間39分10秒 高橋 恵美子 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ 虎の穴のザジ 東京都
76 316 5時間41分00秒 中村 直子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ チーム一期一会 福井県
77 377 5時間41分09秒 大久保 恵美 ｵｵｸﾎﾞ ｴﾐ - 東京都
78 416 5時間41分44秒 橋口　ルミ ﾊｼｸﾞﾁ ﾙﾐ - 兵庫県
79 366 5時間42分39秒 高橋 愛 ﾀｶﾊｼ ｱｲ 千里ランラン 大阪府
80 339 5時間42分39秒 板垣 いづみ ｲﾀｶﾞｷ ｲﾂﾞﾐ 千里ランランクラブ 大阪府
81 353 5時間42分39秒 吉永 弥生 ﾖｼﾅｶﾞ ﾔﾖｲ - 京都府
82 386 5時間44分20秒 鈴木 かなみ ｽｽﾞｷ ｶﾅﾐ - 神奈川県
83 320 5時間45分58秒 江刺家 雅子 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ - 東京都
84 412 5時間46分23秒 牧野 彩子 ﾏｷﾉ ｱﾔｺ - 埼玉県
85 322 5時間49分56秒 神谷 奈央子 ｶﾐﾔ ﾅｵｺ - 大阪府
86 340 5時間50分20秒 北野 美枝子 ｷﾀﾉ ﾐｴｺ - 兵庫県
87 360 5時間51分51秒 山口 直美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾐ - 愛知県
88 411 5時間52分33秒 宮田 暢子 ﾐﾔﾀ ﾉﾌﾞｺ - 奈良県
89 361 5時間53分08秒 佐藤 祐子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ - 東京都
90 347 5時間54分10秒 常塚 郁子 ﾂﾈﾂﾞｶ ｲｸｺ 千里ランランクラブ 大阪府
91 396 5時間54分50秒 永井 博美 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾐ - 福井県
92 376 5時間55分10秒 冨田 彰子 ﾄﾐﾀ ｱｷｺ - 栃木県
93 410 6時間06分14秒 齋藤 友香 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ - 埼玉県
94 348 6時間10分08秒 髙田 美由紀 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾕｷ 卵ラン奈良 奈良県


