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1 11233 星野 尚子 ﾎｼﾉ ﾀｶｺ 千葉ランナーズ 千葉県 0:41:46
2 11206 宮内 幸恵 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｴ 千葉県 0:43:04
3 11263 村田 由里子 ﾑﾗﾀ ﾕﾘｺ 千葉県 0:44:17
4 11232 元榮 理香 ﾓﾄｴ ﾘｶ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:45:38
5 11210 寺井 澄子 ﾃﾗｲ ｽﾐｺ 千葉県 0:45:58
6 11225 深澤 弥生 ﾌｶｻﾞﾜ ﾔﾖｲ 旭ＲＣ 千葉県 0:46:14
7 11262 川上 登志子 ｶﾜｶﾐ ﾄｼｺ チーム将吾 東京都 0:46:42
8 11260 白土 敦子 ｼﾗﾄ ｱﾂｺ 千葉県 0:47:07
9 11241 高橋 あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 千葉県 0:47:23

10 11207 家鍋 ふく子 ﾔﾅﾍﾞ ﾌｸｺ 千葉県 0:48:28
11 11226 石毛 典子 ｲｼｹﾞ ﾉﾘｺ 千葉県 0:50:42
12 11254 佐々木 明美 ｻｻｷ ｱｹﾐ 神奈川県 0:50:43
13 11257 川端 恭代 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾖ ｉｐｐｕｋｕ 茨城県 0:51:29
14 11238 山田 幸恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｴ 千葉県 0:51:48
15 11242 竹内 みどり ﾀｹｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ 竹さんの口車 千葉県 0:52:49
16 11253 柴木 洋子 ｼﾊﾞｷ ﾋﾛｺ 千葉県 0:53:10
17 11229 武江 美和 ﾀｹｴ ﾐﾜ 茨城県 0:54:08
18 11281 佐々木 真澄 ｻｻｷ ﾏｽﾐ 東京都 0:55:13
19 11236 野口 由紀子 ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｺ 千葉県 0:56:13
20 11223 菅谷 由紀子 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｺ タートルズ 千葉県 0:56:15
21 11268 鈴木 典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 千葉県 0:56:47
22 11279 小泉 有子 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｺ 千葉県 0:56:56
23 11248 三次 晃子 ﾐﾂｷﾞ ﾃﾙｺ 千葉県 0:57:18
24 11228 津野瀬 まゆみ ﾂﾉｾ ﾏﾕﾐ 東京都 0:57:30
25 11221 鎌形 綾子 ｶﾏｶﾞﾀ ｱﾔｺ 千葉県 0:57:45
26 11258 安西 祐子 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｺ 東京都 0:57:51
27 11256 緑川 さゆり ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾕﾘ 千葉県 0:57:52
28 11234 行方 由里子 ﾅﾒｶﾀ ﾕﾘｺ ＪＡＬエアテック 千葉県 0:58:16
29 11287 塩原 栄子 ｼｵﾊﾞﾗ ｴｲｺ ランランラン 千葉県 0:58:58
30 11269 中嶋 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｺ 茨城県 0:58:58
31 11250 矢野 恵子 ﾔﾉ ｹｲｺ たか丸ランナーズ 千葉県 0:59:23
32 11212 吉原 玉枝 ﾖｼﾊﾗ 茨城県 0:59:33
33 11283 大場 みよ子 ｵｵﾊﾞ ﾐﾖｺ 千葉県 0:59:36
34 11239 廣野 由加里 ﾋﾛﾉ ﾕｶﾘ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:59:44
35 11266 沼倉 美智子 ﾇﾏｸﾗ ﾐﾁｺ 千葉県 0:59:47
36 11247 鈴木 泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 千葉県 0:59:56
37 11252 田中 京子 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ たなかん家 神奈川県 1:00:40
38 11276 奥田 美和 ｵｸﾀﾞ ﾐﾜ 茨城県 1:00:51
39 11271 関根 身知子 ｾｷﾈ ﾐﾁｺ 埼玉県 1:01:07
40 11251 山田 了子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺ 千葉県 1:01:17
41 11215 武田 光代 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾖ 花見川陸上クラブ 千葉県 1:01:22
42 11243 平山 奈穂美 ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵﾐ 匝瑳＋ＲＣ 千葉県 1:01:36
43 11289 佐々木 美奈子 ｻｻｷ ﾐﾅｺ 千葉県 1:01:42
44 11277 大屋 君恵 ｵｵﾔ ｷﾐｴ 千葉県 1:02:12
45 11237 高橋 みどり ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:02:23
46 11222 信田 喜美子 ｼﾀﾞ ｷﾐｺ タートルズ 千葉県 1:02:40
47 11275 飯岡 直美 ｲｲｵｶ ﾅｵﾐ ７０３１ 神奈川県 1:03:41
48 11284 河上 こずえ ｶﾜｶﾐ ｺｽﾞｴ 茨城県 1:03:45
49 11270 伊藤 真理子 ｲﾄｳ ﾏﾘｺ 千葉県 1:03:51
50 11217 武藤 香織 ﾑﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県 1:03:52
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51 11259 菅 弥寿子 ｽｶﾞ ﾔｽｺ 千葉県 1:04:03
52 11205 石毛 光枝 ｲｼｹﾞ ﾐﾂｴ 千葉県 1:04:25
53 11249 長谷川 真由美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:04:36
54 11267 三上 具子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 千葉鉄人 千葉県 1:04:40
55 11218 田邉 伸子 ﾀﾅﾍﾞ 千葉県 1:04:49
56 11204 菅谷 節子 ｽｶﾞﾔ ｾﾂｺ 千葉県 1:05:04
57 11227 金井 美和子 ｶﾅｲ ﾐﾜｺ ＪＡＬ ＲＣ 千葉県 1:05:11
58 11220 小池 君代 ｺｲｹ ｷﾐﾖ 千葉県 1:05:17
59 11261 木村 淳子 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:05:56
60 11245 水野 奈保美 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵﾐ 千葉県 1:06:08
61 11202 高木 政枝 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｴ 千葉県 1:06:22
62 11264 田原 玲美 ﾀﾊﾗ ﾚｲﾐ 東京都 1:06:34
63 11203 加瀬 洋子 ｶｾ ﾖｳｺ 千葉県 1:07:02
64 11282 塩原 恵子 ｼｵﾊﾞﾗ ｹｲｺ 千葉県 1:07:04
65 11285 長谷川 麻紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ ランランラン 千葉県 1:09:43
66 11246 磯野 美和子 ｲｿﾉ ﾐﾜｺ 千葉県 1:11:14
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