
第13回 乗鞍天空マラソン
開催日：2018年6月24日（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 都道府県 所属

1 300 3時間29分44秒 福島 舞
2 148 3時間38分59秒 鈴木 潤子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 激坂
3 8 3時間47分10秒 表 知史 ｵﾓﾃ ﾁﾌﾐ 長野県 八十二銀行
4 106 3時間54分28秒 武田 典子 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 東京都 多摩川サブ３会
5 234 4時間03分22秒 北村 美由紀 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｷ 愛知県 名城ＡＲＣ
6 152 4時間04分18秒 五百田 富士子 ｲﾎﾀ ﾌｼﾞｺ 愛知県 赤羽部屋
7 112 4時間06分00秒 浅野 貴子 ｱｻﾉ ﾀｶｺ 神奈川県 リスタート
8 206 4時間14分04秒 山下 紀美子 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐｺ 長野県 安曇野市駅伝部
9 1 4時間14分19秒 村上　恵 ﾑﾗｶﾐ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 宿河原４

10 126 4時間15分13秒 山下 やすこ ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｺ 岡山県 チームみつばち
11 208 4時間16分16秒 針谷 香苗 ﾊﾘｶﾞﾔ ｶﾅｴ 埼玉県 葛西ランナーズ
12 9 4時間18分19秒 小宮 和子 ｺﾐﾔ ｶｽﾞｺ 東京都
13 129 4時間18分58秒 森下 多恵 ﾓﾘｼﾀ ﾀｴ 岡山県 チームみつばち
14 200 4時間20分39秒 岩瀬 友香 ｲﾜｾ ﾕｶ 神奈川県
15 101 4時間25分16秒 西野 友貴 ﾆｼﾉ ﾕｷ 愛知県
16 10 4時間25分52秒 有賀 のり子 ｱﾙｶﾞ ﾉﾘｺ 東京都
17 181 4時間27分07秒 堀内 悦子 ﾎﾘｳﾁ ｴﾂｺ 埼玉県
18 249 4時間29分35秒 田中 正栄 ﾀﾅｶ ﾏｻｴ 大阪府
19 146 4時間33分12秒 大沼 聖子 ｵｵﾇﾏ ｾｲｺ 埼玉県
20 250 4時間33分26秒 谷口 由衣 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲ 東京都 ＲＲＴ
21 230 4時間33分46秒 中瀬 由香 ﾅｶｾ ﾕｶ 神奈川県
22 135 4時間36分55秒 冨田 友子 ﾄﾐﾀ ﾄﾓｺ 東京都 ＭＴＣ
23 256 4時間40分12秒 大塚 洋子 ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ 愛知県
24 197 4時間40分34秒 木村 久美 ｷﾑﾗ ｸﾐ 福井県
25 143 4時間41分24秒 船木 朋子 ﾌﾅｷ ﾄﾓｺ 東京都
26 182 4時間44分51秒 小畑 香菜 ｺﾊﾞﾀ ｶﾅ 千葉県 乗鞍で雪合戦
27 253 4時間45分35秒 安田 真由美 ﾔｽﾀ ﾏﾕﾐ 石川県
28 111 4時間45分45秒 加納 佐知子 ｶﾉｳ ｻﾁｺ 岐阜県
29 217 4時間46分17秒 多賀 圭子 ﾀｶﾞ ｹｲｺ 滋賀県
30 133 4時間47分13秒 遠山 日登美 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾄﾐ 神奈川県
31 296 4時間48分34秒 前田　綾乃 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 東京都
32 5 4時間50分19秒 遠坂 恵子 ﾄｵｻﾞｶ ｹｲｺ 福岡県
33 167 4時間51分41秒 有賀 千春 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県
34 104 4時間51分54秒 戸谷 美香 ﾄﾀﾞﾆ ﾐｶ 京都府
35 26 4時間52分32秒 永田 このみ ﾅｶﾞﾀ ｺﾉﾐ 東京都
36 110 4時間54分40秒 瀬尾 暢香 ｾｵ ﾉﾌﾞｶ 東京都
37 265 4時間54分53秒 古山 英子 ﾌﾙﾔﾏ ｴｲｺ 茨城県
38 178 4時間58分23秒 太田 育美 ｵｵﾀ ｲｸﾐ 和歌山県 和歌山で熱く走ろう
39 22 4時間58分26秒 北 才子 ｷﾀ ｻｲｺ 石川県
40 168 4時間58分47秒 片山 聡子 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｺ 京都府
41 114 4時間59分35秒 木田 しのぶ ｷﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 大阪府
42 273 4時間59分55秒 林 裕子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 三重県
43 260 5時間00分29秒 星野 由美子 ﾎｼﾉ ﾕﾐｺ 埼玉県 ＡＶＲＣ
44 261 5時間00分58秒 鬼城 江利佳 ｵﾆｷ ｴﾘｶ 大阪府
45 207 5時間01分56秒 杉浦 友紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷ 愛知県
46 201 5時間02分05秒 西垣 尚美 ﾆｼｶﾞｷ ﾅｵﾐ 奈良県
47 159 5時間02分54秒 平野 ゆうき ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 東京都
48 285 5時間04分29秒 楊 常青 ﾖｳ ｼﾞｮｳｾｲ 東京都
49 196 5時間05分22秒 村田 真理子 ﾑﾗﾀ ﾏﾘｺ 富山県 山本もなす
50 180 5時間05分50秒 土屋 由起子 ﾂﾁﾔ ﾕｷｺ 新潟県
51 27 5時間06分55秒 堀内 幸子 ﾎﾘｳﾁ ｻﾁｺ 東京都
52 202 5時間08分50秒 余語 由美子 ﾖｺﾞ ﾕﾐｺ 東京都
53 293 5時間09分57秒 平野　佳代 ﾋﾗﾉ ｶﾖ 京都府
54 255 5時間10分08秒 水谷 さつき ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾂｷ 愛知県
55 298 5時間12分04秒 西山　乃里子 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾘｺ 大阪府
56 144 5時間13分23秒 川邊 理恵 ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ 滋賀県
57 107 5時間13分36秒 大津 千鶴 ｵｵﾂ ﾁﾂﾞﾙ 京都府
58 185 5時間14分42秒 三谷 喬子 ﾐﾀﾆ ｷｮｳｺ 神奈川県
59 108 5時間14分46秒 梶塚 由佳 ｶｼﾞﾂｶ ﾕｶ 東京都 ◆ちいさいず
60 156 5時間14分57秒 芦澤 千春 ｱｼｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 山梨県 ＧＯＧＯＥＧＧ
61 279 5時間15分00秒 横山 エリ ﾖｺﾔﾏ ｴﾘ 大阪府
62 236 5時間15分01秒 橋本 千裕 ﾊｼﾓﾄ ﾁﾋﾛ 東京都 ルネ富士見台
63 209 5時間15分32秒 中村 直子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 大阪府
64 232 5時間16分12秒 関谷 真由子 ｾｷﾔ ﾏﾕｺ 神奈川県
65 287 5時間18分25秒 酒井 梨央 ｻｶｲ ﾘｵ 東京都
66 125 5時間18分52秒 清水 満子 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｺ 京都府 ち～む怪速亭
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67 186 5時間19分18秒 木俣 佐保子 ｷﾏﾀ ｻﾎｺ 滋賀県
68 118 5時間19分38秒 本多 常代 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾈﾖ 東京都
69 226 5時間20分12秒 吉田 早苗 ﾖｼﾀﾞ ｻﾅｴ 群馬県
70 282 5時間20分25秒 末冨 文子 ｽｴﾄﾐ ｱﾔｺ 東京都
71 224 5時間21分08秒 科野 智子 ｼﾅﾉ ﾄﾓｺ 長野県 ランランラン
72 238 5時間22分28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
73 119 5時間22分51秒 渡辺 久子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｺ 静岡県
74 115 5時間23分01秒 角川 京子 ﾂﾉｶﾜ ｷｮｳｺ 神奈川県
75 162 5時間23分21秒 大羽 智恵美 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ 愛知県
76 137 5時間23分52秒 西田 厚子 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂｺ 千葉県
77 173 5時間26分04秒 島貫 瑞穂 ｼﾏﾇｷ ﾐｽﾞﾎ 神奈川県
78 28 5時間26分08秒 永井 啓子 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ 長野県
79 18 5時間26分34秒 田中 祥子 ﾀﾅｶ ｻﾁｺ 長野県
80 20 5時間29分11秒 清水 裕子 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ 長野県
81 179 5時間30分50秒 川越 明子 ｶﾜｺﾞｴ ｱｷｺ 福岡県 新婚旅行
82 231 5時間31分29秒 高木 順子 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 京都府 あすリード大阪
83 121 5時間31分58秒 齋藤 順子 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 ギリギリゴールズ
84 218 5時間32分21秒 野澤 元美 ﾓｻﾞﾜ ﾓﾄﾐ 愛知県 離れ小島会
85 124 5時間33分01秒 佐藤 友香 ｻﾄｳ ﾕｶ 岐阜県 コアラ一家
86 245 5時間33分47秒 神子 直美 ｶﾐｺ ﾅｵﾐ 東京都
87 161 5時間34分20秒 平山 佳名子 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾅｺ 大阪府 浜寺公園走友会
88 21 5時間34分38秒 高山 知香 ﾀｶﾔﾏ ﾁｶ 千葉県
89 263 5時間34分41秒 清水 晃子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 千葉県 幕張プラザＲＣ
90 158 5時間35分32秒 坂 尚子 ﾊﾞﾝ ﾅｵｺ 神奈川県
91 297 5時間36分07秒 小林　美智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 東京都 ののむらチルドレン
92 14 5時間36分29秒 高木 あずさ ﾀｶｷ ｱｽﾞｻ 神奈川県
93 140 5時間37分50秒 清水 瞳 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 静岡県 風来坊Ｗ
94 11 5時間38分19秒 佐藤 綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 岡山県 ピカイチ
95 248 5時間38分52秒 東海林 佑美 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐ 長野県
96 23 5時間38分59秒 松本 道子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁｺ 千葉県
97 16 5時間39分06秒 金子 直子 ｶﾈｺ ﾅｵｺ 神奈川県
98 160 5時間40分02秒 川西 清華 ｶﾜﾆｼ ｾｲｶ 岡山県 ももルル
99 187 5時間40分15秒 榊 深潮 ｻｶｷ ﾐｼｵ 静岡県

100 235 5時間40分45秒 細川 美記 ﾎｿｶﾜ ﾐｷ 長野県
101 229 5時間41分07秒 小林 依美 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐ 愛知県 松元クラブ
102 122 5時間41分35秒 中村 直子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 福井県 チーム一期一会
103 258 5時間41分46秒 許 麗嬰 ｷｮ ﾚｲｴｲ 長野県
104 24 5時間41分56秒 鈴木 佑依 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 静岡県
105 13 5時間41分57秒 奥村 圭子 ｵｸﾑﾗ ｹｲｺ 愛知県
106 171 5時間42分41秒 大石 嘉惠 ｵｵｲｼ ﾖｼｴ 東京都
107 123 5時間43分17秒 菊川 千保子 ｷｸｶﾜ ﾁﾎｺ 愛知県 百花繚・ＲＵＮ
108 130 5時間43分17秒 島崎 智子 ｼﾏｻｷ ﾄﾓｺ 愛知県
109 29 5時間43分51秒 甲斐 和代 ｶｲ ｶｽﾞﾖ 石川県
110 223 5時間44分03秒 饒平名 カスミ ﾖﾍﾅ ｶｽﾐ 埼玉県
111 211 5時間44分16秒 地高 ゆかり ﾁﾀﾞｶ ﾕｶﾘ 東京都 つじかぜＡＣ
112 289 5時間45分20秒 堀 可子 ﾎﾘ ﾖｼｺ 三重県
113 15 5時間46分29秒 高木 友子 ﾀｶｷ ﾄﾓｺ 神奈川県
114 246 5時間47分07秒 森田 はるな ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾅ 愛知県
115 269 5時間47分10秒 武内 友里恵 ﾀｹｳﾁ ﾕﾘｴ 東京都 上智大学
116 254 5時間47分49秒 糴川 可奈子 ｾﾘｶﾜ ｶﾅｺ 大阪府
117 131 5時間48分01秒 早瀬 佳代子 ﾊﾔｾ ｶﾖｺ 東京都 ＦＵＮＣＯＭＥ
118 222 5時間48分09秒 福島 わかな ﾌｸｼﾏ ﾜｶﾅ 茨城県 セレッソ
119 145 5時間48分44秒 石井 志穂 ｲｼｲ ｼﾎ 東京都
120 271 5時間49分19秒 工藤 樹里 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾘ 高知県
121 243 5時間50分21秒 瀧 友紀 ﾀｷ ﾕｷ 愛知県 滝歯科医院
122 138 5時間51分18秒 橋本 綾 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔ 大阪府
123 3 5時間52分04秒 江刺家 雅子 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ 東京都
124 174 5時間52分14秒 小島 千鶴 ｺｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ 愛知県 チームＳＳＲ
125 30 5時間52分15秒 甲斐 由紀子 ｶｲ ﾕｷｺ 愛知県
126 147 5時間52分16秒 神本 明子 ｶﾝﾓﾄ ｱｷｺ 山口県
127 191 5時間52分27秒 松永 桂子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｺ 新潟県 新潟
128 213 5時間52分38秒 森田 香奈 ﾓﾘﾀ ｶﾅ 大阪府
129 292 5時間53分01秒 城田　恵美 ｼﾛﾀ ｴﾐ 愛知県
130 295 5時間53分09秒 西村　祐子 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 明走会　
131 241 5時間53分20秒 西堀 誠子 ﾆｼﾎﾞﾘ ｾｲｺ 長野県 ＭＡＸ－ＳＣ
132 219 5時間55分50秒 大越 順子 ｵｵｺﾞｼ ｼﾞｭﾝｺ 熊本県
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133 214 5時間56分21秒 福原 友美 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾐ 東京都
134 128 5時間57分03秒 村長 真理 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾏﾘ 滋賀県
135 175 5時間57分13秒 江戸 千景 ｴﾄﾞ ﾁｶｹﾞ 沖縄県
136 267 5時間57分24秒 牧野 彩子 ﾏｷﾉ ｱﾔｺ 埼玉県
137 262 5時間57分50秒 鈴木 紀子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 東京都
138 164 5時間57分54秒 小林 美枝子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｴｺ 長野県
139 184 5時間58分16秒 福田 房代 ﾌｸﾀﾞ ﾌｻﾖ 兵庫県
140 6 5時間58分20秒 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 静岡県
141 278 5時間58分57秒 林 絵美里 ﾊﾔｼ ｴﾐﾘ 香川県
142 116 6時間00分45秒 岡田 明子 ｵｶﾀﾞ ｱｷｺ 群馬県
143 166 6時間02分17秒 板橋 史子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐｺ 東京都
144 251 6時間02分23秒 坂本 直子 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｺ 埼玉県
145 176 6時間03分09秒 八田 以津美 ﾊｯﾀ ｲﾂﾞﾐ 神奈川県
146 17 6時間06分03秒 岩佐 真弓 ｲﾜｻ ﾏﾕﾐ 岐阜県
147 132 6時間07分07秒 高山 香理 ﾀｶﾔﾏ ｶｵﾘ 東京都
148 193 6時間07分17秒 村中 由紀 ﾑﾗﾅｶ ﾕｷ 東京都
149 198 6時間07分18秒 松岡 有理 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾘ 東京都 東砂ＳＣＲＣ
150 220 6時間07分24秒 河原井 久美子 ｶﾜﾗｲ ｸﾐｺ 東京都
151 165 6時間07分24秒 有野 由香 ｱﾘﾉ ﾕｶ 山梨県
152 247 6時間07分57秒 高城 孝子 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｺ 福井県 今庄３６５
153 215 6時間08分27秒 植田 恭子 ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺ 愛知県
154 276 6時間09分35秒 山平 絵美子 ﾔﾏﾋﾗ ｴﾐｺ 兵庫県
155 275 6時間09分36秒 畑尾 香奈 ﾊﾀｵ ｶﾅ 兵庫県
156 25 6時間09分56秒 堀江 知恵子 ﾎﾘｴ ﾁｴｺ 愛知県
157 154 6時間10分13秒 高橋 直美 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ 新潟県
158 277 6時間11分12秒 伊藤 咲 ｲﾄｳ ｻｷ 東京都
159 117 6時間11分19秒 吉田 幸代 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾖ 東京都
160 194 6時間11分35秒 安藤 えつ子 ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾂｺ 京都府
161 19 6時間12分06秒 藤村 香菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾅ 埼玉県
162 199 6時間13分20秒 末吉 香乃枝 ｽｴﾖｼ ｶﾉｴ 東京都
163 288 6時間17分32秒 永田 絵利花 ﾅｶﾞﾀ ｴﾘｶ 東京都
164 203 6時間18分07秒 冨田 彰子 ﾄﾐﾀ ｱｷｺ 栃木県
165 188 6時間18分47秒 前田 さやか ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ 愛知県
166 195 6時間18分57秒 河内 裕子 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｺ 愛知県
167 192 6時間20分51秒 佐藤 祐子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 神奈川県
168 272 6時間22分46秒 舟橋 美宇 ﾌﾅﾊｼ ﾐｳ 愛知県 コアラ一家
169 183 6時間24分22秒 石川 悦代 ｲｼｶﾜ ｴﾂﾖ 神奈川県 ルーキーズ


