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1 5542 植松 佑香 ｳｴﾏﾂ ﾕｳｶ 翔凜高校 千葉県 0:18:50
2 5505 藤ヶ﨑 萌花 ﾌｼﾞｶｻｷ ﾓｴｶ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:20:08
3 5521 加瀬 千奈未 ｶｾ ﾁﾅﾐ 千葉県 0:20:10
4 5513 髙根 万由子 ﾀｶﾈ ﾏﾕｺ 千葉県 0:20:52
5 5541 所 愛菜 ﾄｺﾛ ｱｲﾅ 千葉県 0:20:52
6 5516 永藤 あす香 ﾅｶﾞﾄｳ ｱｽｶ 千葉県 0:21:03
7 5504 石橋 春佳 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｶ 千葉県立銚子高等学校 茨城県 0:22:44
8 5503 竹内 佑妃 ﾀｹｳﾁ ﾕｷﾅ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:22:44
9 5524 山内 志織 ﾔﾏｳﾁ 千葉県 0:23:39

10 5520 鈴木 志歩 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 千葉県 0:23:45
11 5529 五木田 千尋 ｺﾞｷﾀ ﾁﾋﾛ 千葉県 0:24:10
12 5502 成毛 佑李亜 ﾅﾙｹ ﾕﾘｱ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:24:35
13 5511 片岡 香 ｶﾀｵｶ ｶｵﾘ 旭農業高等学校 千葉県 0:25:42
14 5501 伊藤 智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 千葉県 0:25:50
15 5527 浪川 綾香 ﾅﾐｶﾜ ｱﾔｶ 千葉県 0:25:58
16 5549 木内 裕三 ｷｳﾁ ﾋﾛﾐ 九十九里ホームサブ 千葉県 0:26:10
17 5526 池崎 碧 ｲｹｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 0:26:24
18 5557 青柳 有紗 ｱｵﾔｷﾞ ｱﾘｻ 千葉県 0:26:47
19 5550 冨田 音花 ﾄﾐﾀ ｵﾄｶ 千葉県 0:27:02
20 5563 下山 夕貴 ｼﾓﾔﾏ ﾕｷ ＧＯＮＺ 東京都 0:27:04
21 5523 山口 沙織 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｵﾘ イチリツチョウシコウ 千葉県 0:27:04
22 5508 平野 幸恵 ﾋﾗﾉ ｻﾁｴ 千葉県 0:27:39
23 5577 塚本 容子 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳｺ 千葉県 0:27:46
24 5555 粟生 侑里 ｱｵｳ ﾕﾘ 栗山小学校 千葉県 0:28:18
25 5528 神子 美貴 ｶﾐｺ ﾐｷ 千葉県 0:28:26
26 5512 阿部 倫子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 0:28:46
27 5534 越川 彩乃 ｺｼｶﾜ ｱﾔﾉ 千葉県 0:29:13
28 5540 佐藤 可菜 ｻﾄｳ ｶﾅ 千葉県 0:29:34
29 5552 上木 康衣 ｶﾐｷ ﾔｽｴ 千葉県 0:29:46
30 5551 渡邉 ひとみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ 千葉県 0:30:01
31 5576 江崎 麻美 ｴｻﾞｷ ｱｻﾐ 千葉県 0:30:03
32 5572 加古 恵美莉 ｶｺ ｴﾐﾘ 千葉県 0:30:05
33 5531 青手木 真希 ｱｵﾃｷ ﾏｷ 千葉県 0:30:40
34 5571 菅原 涼子 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳｺ 千葉県 0:30:49
35 5533 太郎良 のぞみ ﾀﾛｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 千葉県 0:30:49
36 5569 高橋 花梨 ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾝ チーム誉田 千葉県 0:30:52
37 5544 伊藤 綾野 ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 千葉県 0:31:01
38 5537 相澤 彩乃 ｱｲｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 千葉県 0:31:04
39 5519 杉原 かおり ｽｷﾞﾊﾗ ｶｵﾘ 千葉県 0:31:26
40 5554 玉田 サヤカ ﾀﾏﾀﾞ ｻﾔｶ チーム松岡 千葉県 0:31:34
41 5575 佐々木 礼弥 ｻｻｷ ﾚﾐ 宮城県 0:31:35
42 5565 富永 彩乃 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾔﾉ チーム松岡 東京都 0:31:40
43 5553 花香 真菜 ﾊﾅｶ ﾏﾅ チーム松岡 千葉県 0:32:17
44 5514 安藤 綾子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔｺ 千葉県 0:32:20
45 5543 勝山 浩子 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾛｺ 千葉県 0:32:41
46 5518 石橋 靖代 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾖ 千葉県 0:32:43
47 5525 根岸 祐香 ﾈｷﾞｼ ﾕｶ 銚子税務署 千葉県 0:32:55
48 5573 永井 博子 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｺ 東京都 0:32:57
49 5546 高木 由紀子 ﾀｶｷﾞ ﾕｷｺ 茨城県 0:34:24
50 5548 市原 若菜 ｲﾁﾊﾗ ﾜｶﾅ 千葉県 0:34:24
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51 5556 大木 沙織 ｵｵｷ ｻｵﾘ ｉｉｉｐｒｏｊｅｃｔ 千葉県 0:34:30
52 5564 渡辺 和夏子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ ｉｉｉｐｒｏｊｅｃｔ 神奈川県 0:34:30
53 5522 藤﨑 淳子 ﾌｼﾞｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 0:34:36
54 5515 宇井 くるみ ｳｲ ｸﾙﾐ 千葉県 0:34:44
55 5532 林 裕子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 千葉県 0:34:49
56 5510 太田 真帆 ｵｵﾀ ﾏﾎ 聖家族園 千葉県 0:35:03
57 5535 土屋 彩 ﾂﾁﾔ ｱﾔ 千葉県 0:35:04
58 5558 越川 綾子 ｺｼｶﾜ ｱﾔｺ 千葉県 0:35:05
59 5545 酒井 智美 ｻｶｲ ﾄﾓﾐ ＴＲＣ 千葉県 0:35:05
60 5568 菊田 智代 ｷｸﾀ ﾄﾓﾖ チーム松岡 東京都 0:35:33
61 5530 青手木 めぐみ ｱｵﾃｷ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 0:38:59
62 5562 伊藤 奈緒美 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ 千葉県 0:42:27
63 5561 中村 梓 ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ 千葉県 0:42:28

2017年2月5日


