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1 11034 宮崎 友里花 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ 匝瑳高校 千葉県 0:36:41
2 11022 高森 麻衣 ﾀｶﾓﾘ ﾏｲ 旭第一中学校 千葉県 0:40:51
3 11065 篭谷 有希 ｶｺﾞﾔ ﾕｳｷ 銚子商業 千葉県 0:41:10
4 11077 岩間 智子 ｲﾜﾏ ﾄﾓｺ 千葉県 0:41:20
5 11047 土屋 智子 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｺ 千葉県 0:43:41
6 11078 金子 真優 ｶﾈｺ ﾏﾕ 銚子ＬＣ 埼玉県 0:44:35
7 11056 田中 智子 ﾀﾅｶ ｻﾄｺ 千葉県 0:45:24
8 11011 古家 明美 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ 千葉県 0:49:01
9 11038 畔蒜 愛 ｱﾋﾞﾙ ﾒｸﾞﾐ 駒澤大学 東京都 0:49:08

10 11031 奥野 由美子 ｵｸﾉ ﾕﾐｺ 旭ＲＣ 千葉県 0:49:18
11 11067 奥田 みう ｵｸﾀﾞ ﾐｳ 茨城県 0:49:49
12 11019 宮本 幸奈 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷﾅ 千葉県 0:49:58
13 11051 矢澤 麻美子 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾐｺ 千葉県 0:50:28
14 11036 柴田 雅子 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｺ 埼玉県 0:50:56
15 11069 守谷 美果 ﾓﾘﾔ ﾐｶ 埼玉県 0:50:59
16 11032 多田 智恵子 ﾀﾀﾞ ﾁｴｺ ｉＲＵＮｄｓ 千葉県 0:51:34
17 11024 並木 咲野 ﾅﾐｷ ｻｷﾉ 千葉県 0:52:16
18 11048 増田 梨沙 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 千葉県 0:52:36
19 11049 上木 香歩 ｶﾐｷ ｶﾎ 千葉県 0:53:31
20 11086 高見 香鈴 ﾀｶﾐ ｶﾘﾝ 千葉県 0:53:45
21 11009 加瀬 静 ｶｾ ｼｽﾞｶ 千葉県 0:54:26
22 11016 野崎 愛 ﾉｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 0:54:34
23 11074 東 徳子 ﾋｶﾞｼ ﾉﾘｺ 千葉県 0:54:35
24 11085 椎名 由紀子 ｼｲﾅ ﾕｷｺ 千葉県 0:54:45
25 11023 本村 千尋 ﾓﾄﾑﾗ ﾁﾋﾛ 茨城県 0:54:46
26 11005 加瀬 茜 ｶｾ ｱｶﾈ 千葉県 0:54:56
27 11006 小池 理菜 ｺｲｹ ﾘﾅ 千葉県 0:54:56
28 11033 青澤 美由紀 ｱｵｻﾜ ﾐﾕｷ 竹さんの口車 千葉県 0:55:40
29 11026 佐野 七美 ｻﾉ ﾅﾅﾐ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:56:18
30 11084 木村 美樹 ｷﾑﾗ ﾐｷ 千葉県 0:56:20
31 11017 鈴木 風 ｽｽﾞｷ ﾌｳ 千葉県 0:56:36
32 11075 石田 秀美 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 東京都 0:57:02
33 11004 大和田 弥生 ｵｵﾜﾀﾞ ﾔﾖｲ 茨城県 0:57:07
34 11062 中込 麻衣子 ﾅｶｺﾞﾒ ﾏｲｺ 千葉県 0:57:43
35 11064 金子 あゆみ ｶﾈｺ ｱﾕﾐ 千葉県 0:58:48
36 11066 辰野 淑美 ﾀﾂﾉ ﾖｼﾐ 千葉県 0:58:53
37 11014 石橋 彩 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾔｶ 千葉県 0:58:53
38 11020 相川 とも美 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県 0:58:54
39 11055 境 香代子 ｻｶｲ ｶﾖｺ 千葉県 0:58:56
40 11053 向後 文子 ｺｳｺﾞ ｱﾔｺ 茨城県 0:58:56
41 11010 根本 有沙 ﾈﾓﾄ ｱﾘｻ 千葉県 0:59:22
42 11027 久郷 芳子 ｸｺﾞｳ ﾖｼｺ 東京都 1:00:30
43 11035 関谷 洋美 ｾｷﾔ ﾋﾛﾐ Ｋａｎａｙａ 千葉県 1:01:24
44 11061 樋口 美夕紀 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 千葉県 1:01:54
45 11068 矢部 さち子 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ 栃木県 1:02:00
46 11081 渕上 真衣 ﾌﾁｳｴ ﾏｲ 千葉県 1:02:01
47 11013 宮野 若奈 ﾐﾔﾉ ﾜｶﾅ 銚子商工ＪＣ 千葉県 1:02:47
48 11028 若松 愛子 ﾜｶﾏﾂ ｱｲｺ 神奈川県 1:03:31
49 11041 山嵜 光穂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 1:03:45
50 11043 伊佐次 温子 ｲｻｼﾞ ｱﾂｺ 東京都 1:03:55
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51 11054 今津 明日香 ｲﾏﾂﾞ ｱｽｶ 茨城県 1:04:13
52 11042 小森 由紀 ｺﾓﾘ ﾕｷ 東京都 1:04:32
53 11021 相川 すみれ ｱｲｶﾜ ｽﾐﾚ 千葉県 1:04:43
54 11057 中西 永莉 ﾅｶﾆｼ ｴﾘ 千葉県 1:05:05
55 11083 早川 由彩 ﾊﾔｶﾜ ﾕｲ 千葉県 1:05:13
56 11037 花香 奈津美 ﾊﾅｶ ﾅﾂﾐ 千葉県 1:05:44
57 11030 奥野 陽子 ｵｸﾉ ﾖｳｺ 千葉県 1:05:47
58 11018 滑川 真紀子 ﾅﾒｶﾞﾜ ﾏｷｺ 千葉県 1:06:04
59 11052 高橋 南 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ 有賀倶楽部 神奈川県 1:06:13
60 11003 長谷川 悦美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 千葉県 1:06:22
61 11001 佐渡 香奈 ｻﾄﾞ ｶﾅ 千葉県 1:06:22
62 11002 並木 佐代 ﾅﾐｷ ｻﾖ 千葉県 1:06:22
63 11058 伊東 利恵 ｲﾄｳ ﾘｴ 千葉県 1:07:16
64 11025 日高 花恵 ﾋﾀﾞｶ ﾊﾅｴ 千葉県 1:08:13
65 11073 上原 涼子 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳｺ 千葉県 1:08:17
66 11050 小池 裕美 ｺｲｹ ﾋﾛﾐ 千葉県 1:08:17
67 11063 北根 麻以子 ｷﾀﾈ ﾏｲｺ 千葉県 1:08:52
68 11070 野口 穂香 ﾉｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 千葉県 1:10:03
69 11015 加瀬 友理 ｶｾ ﾕｳﾘ たいよう体操クラブ 千葉県 1:10:10
70 11039 冨田 裕未 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:12:09
71 11040 小田 綾香 ｵﾀﾞ ｱﾔｶ 茨城県 1:12:09
72 11012 鎌形 亜沙美 ｶﾏｶﾞﾀ ｱｻﾐ 銚子商工ＪＣ 千葉県 1:12:14
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