
OUT（南コース）

組 時間 氏　名 市町 氏　名 市町 氏　名 市町 氏　名 市町

1 8:00 畠井千代子 宇都宮 山本智美 宇都宮 仲井春江 栃木 入江美幸 小山

ﾊﾀｲﾁﾖｺ ﾔﾏﾓﾄﾄﾓﾐ ﾅｶｲﾊﾙｴ ｲﾘｴﾐﾕｷ

2 8:07 渡辺悦子 真岡 渡辺良江 茂木 坂本薫 足利 河合恭子 埼玉

ﾜﾀﾅﾍﾞｴﾂｺ ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼｴ ｻｶﾓﾄｶｵﾙ ｶﾜｲｷｮｳｺ

3 8:14 関谷弘子 那須塩原 荒川浩枝 宇都宮 田島緑 埼玉 小林水幸 栃木

ｾｷﾔﾋﾛｺ ｱﾗｶﾜﾋﾛｴ ﾀｼﾞﾏﾐﾄﾞﾘ ｺﾊﾞﾔｼﾐﾕｷ

4 8:21 阿相ひとみ 那須烏山 柏木恭美 日光 猪狩奈央美 佐野 白石幸子 福島

ｱｿｳﾋﾄﾐ ｶｼﾜｷﾞｷｮｳﾐ ｲｶﾘﾅｵﾐ ｼﾗｲｼｻﾁｺ

5 8:28 藍葉里由利 那須塩原 西山純子 那須塩原 橋本順子 宇都宮 大嶋美由紀 宇都宮

ｱｲﾊﾞｻﾕﾘ ﾆｼﾔﾏｼﾞｭﾝｺ ﾊｼﾓﾄｼﾞｭﾝｺ ｵｵｼﾏﾐﾕｷ

6 8:35 森田洋子 大田原 野村しのぶ 日光 中井明美 大田原 豊田真知子 真岡

ﾓﾘﾀﾖｳｺ ﾉﾑﾗｼﾉﾌﾞ ﾅｶｲｱｹﾐ ﾄﾖﾀﾞﾏﾁｺ

7 8:42 渡邊紘子 宇都宮 小島知加世 埼玉 八木珠恵 埼玉 檜佐多加子 宇都宮

ﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾛｺ ｺｼﾞﾏﾁｶﾖ ﾔｷﾞﾀﾏｴ ﾋｻﾀｶｺ

8 8:49 熊沢悦子 宇都宮 武井恭子 小山 石井益子 佐野 米田康代 群馬

ｸﾏｻﾞﾜｴﾂｺ ﾀｹｲｷｮｳｺ ｲｼｲﾖｼｺ ﾖﾈﾀﾞﾔｽﾖ

9 8:56 小宮陽子 高根沢 鷲﨑奈未 那須塩原 皆川三代子 茨城 鈴木郁子 高根沢

ｺﾐﾔﾖｳｺ ﾜｼｻﾞｷﾅﾐ ﾐﾅｶﾜﾐﾖｺ ｽｽﾞｷｲｸｺ

10 9:03 佐藤香織 那須塩原 前沢美幸 宇都宮 小森幸恵 矢板 加藤仁美 那須塩原

ｻﾄｳｶｵﾘ ﾏｴｻﾞﾜﾐﾕｷ ｺﾓﾘｻﾁｴ ｶﾄｳﾋﾄﾐ

11 9:10 久我喜枝美 那須 藤澤陽子 那須塩原 秋山ミイ 宇都宮 松本友恵 那須

ｸｶﾞｷｴﾐ ﾌｼﾞｻﾜﾖｳｺ ｱｷﾔﾏﾐｲ ﾏﾂﾓﾄﾄﾓｴ

IN（北コース）

組 時間 氏　名 市町 氏　名 市町 氏　名 市町 氏　名 市町

1 8:00 細田順子 宇都宮 石島尚子 東京 大野京玉 宇都宮 里見澄子 足利

ﾎｿﾀﾞｼﾞｭﾝｺ ｲｼｼﾞﾏﾅｵｺ ｵｵﾉｷｮｳｷﾞｮｸ ｻﾄﾐｽﾐｺ

2 8:07 橋場絹江 上三川 田中美嘉 宇都宮 小藤田まや 茨城 鈴木美知子 栃木

ﾊｼﾊﾞｷﾇｴ ﾀﾅｶﾐｶ ｺﾄｳﾀﾞﾏﾔ ｽｽﾞｷﾐﾁｺ

3 8:14 宇梶敦子 宇都宮 永井千恵 小山 髙野裕子 鹿沼 深石礼子 宇都宮

ｳｶｼﾞｱﾂｺ ﾅｶﾞｲﾁｴ ﾀｶﾉﾕｳｺ ﾌｶｲｼﾚｲｺ

4 8:21 荒川えり子 東京 粂富子 宇都宮 大塚陽子 益子 田村麻衣子 小山

ｱﾗｶﾜｴﾘｺ ｸﾒﾄﾐｺ ｵｵﾂｶﾖｳｺ ﾀﾑﾗﾏｲｺ

5 8:28 神田美智子 真岡 小林元子 宇都宮 本波由美子 茨城 渡邉逸未 那須

ｶﾝﾀﾞﾐﾁｺ ｺﾊﾞﾔｼﾓﾄｺ ﾎﾝﾅﾐﾕﾐｺ ﾜﾀﾅﾍﾞｲﾂﾐ

6 8:35 加藤里奈 矢板 小林美由紀 壬生 小松素子 芳賀 尾苗裕美 栃木

ｶﾄｳﾘﾅ ｺﾊﾞﾔｼﾐﾕｷ ｺﾏﾂﾓﾄｺ ｵﾅｴﾕﾐ

7 8:42 猪野明子 宇都宮 中尾睦子 栃木 松本たけ子 日光 山田秀子 宇都宮

ｲﾉｱｷｺ ﾅｶｵﾑﾂｺ ﾏﾂﾓﾄﾀｹｺ ﾔﾏﾀﾞﾋﾃﾞｺ

8 8:49 平野いずみ 東京 船越実幸 上三川 上野千鶴 宇都宮 鯉沼良美 東京

ﾋﾗﾉｲｽﾞﾐ ﾌﾅｺｼﾐﾕｷ ｳｴﾉﾁﾂﾞﾙ ｺｲﾇﾏﾖｼﾐ

9 8:56 藤田リリアネ 那須 林美由樹 宇都宮 半田朋子 宇都宮 沓掛恵美子 那須塩原

ﾌｼﾞﾀﾘﾘｱﾈ ﾊﾔｼﾐﾕｷ ﾊﾝﾀﾞﾄﾓｺ ｸﾂｶｹｴﾐｺ

10 9:03 戸澤聖美 宇都宮 横山珠々奈 さくら 角田里子 宇都宮 石原美々子 足利

ﾄｻﾞﾜｷﾖﾐ ﾖｺﾔﾏｽｽﾞﾅ ｶｸﾀｻﾄｺ ｲｼﾊﾗﾐﾐｺ
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