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1 5635 小山 奈津子 ｺﾔﾏ ﾅﾂｺ 習志野市役所 千葉県 0:20:44
2 5650 石川 さや香 ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ 千葉県 0:21:18
3 5607 加瀬 美恵子 ｶｾ ﾐｴｺ 千葉県 0:21:59
4 5638 所 雅子 ﾄｺﾛ ﾏｻｺ 千葉県 0:24:01
5 5601 加瀬 厚子 ｶｾ ｱﾂｺ 千葉県 0:24:05
6 5644 植松 直美 ｳｴﾏﾂ ﾅｵﾐ 美咲・佑香・健太の母 千葉県 0:24:19
7 5632 荒井 綾 ｱﾗｲ ｱﾔ 千葉県 0:24:59
8 5614 清野 恭子 ｷﾖﾉ ｷｮｳｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:25:11
9 5663 酒井 弘子 ｻｶｲ ﾋﾛｺ 千葉県 0:25:16

10 5618 品村 知子 ｼﾅﾑﾗ ﾄﾓｺ 千葉県 0:26:05
11 5662 平出 久美子 ﾋﾗｲﾃﾞ ｸﾐｺ ランナーズ山武 千葉県 0:26:25
12 5629 山崎 貴美江 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｴ 千葉白浜・２隣走 千葉県 0:26:37
13 5626 北畠 温子 ｷﾀﾊﾞﾀｹ ｱﾂｺ 東京都 0:26:40
14 5621 飯田 俊江 ｲｲﾀﾞ ﾄｼｴ 千葉県 0:26:56
15 5661 金子 洋子 ｶﾈｺ ﾖｳｺ 埼玉県 0:27:04
16 5654 石橋 良枝 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼｴ 千葉県 0:27:07
17 5606 稲村 範子 ｲﾅﾑﾗ ﾉﾘｺ 千葉県 0:27:13
18 5641 細井 愛子 ﾎｿｲ ｱｲｺ 東京都 0:27:28
19 5642 古谷 真知子 ﾌﾙﾔ ﾏﾁｺ 千葉県 0:27:53
20 5625 野口 礼子 ﾉｸﾞﾁ ﾚｲｺ 滋賀県 0:28:07
21 5643 高橋 知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:28:25
22 5647 冨田 真紀 ﾄﾐﾀ ﾏｷ 千葉県 0:28:36
23 5610 小関 啓子 ｵｾﾞｷ ｹｲｺ 千葉県 0:29:21
24 5649 菊池 綾子 ｷｸﾁ ｱﾔｺ 千葉県 0:29:36
25 5615 笹野 千恵子 ｻｻﾉ ﾁｴｺ 千葉県 0:29:38
26 5648 萩谷 応余 ﾊｷﾞﾔ ﾏｻﾖ 千葉県 0:29:41
27 5658 山下 幸子 ﾔﾏｼﾀ ｻﾁｺ チーム誉田 千葉県 0:30:15
28 5612 宮本 優子 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ 千葉県 0:30:32
29 5609 白塚 純子 ｼﾗﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 0:30:43
30 5628 渡邉 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 千葉県 0:30:53
31 5657 小松 絵里子 ｺﾏﾂ ｴﾘｺ 千葉県 0:31:12
32 5656 鈴木 協子 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ ＧＯＮＺ 茨城県 0:31:29
33 5660 左川 紀子 ｻｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 埼玉県 0:31:47
34 5613 寺井 ふき ﾃﾗｲ ﾌｷ 千葉県 0:32:20
35 5655 石毛 いつ子 ｲｼｹﾞ ｲﾂｺ 多古アスリートクラブ 千葉県 0:32:43
36 5630 加藤 忍 ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ モンチッチＲＣ 千葉県 0:32:56
37 5659 本田 明美 ﾎﾝﾀﾞ ｱｹﾐ 千葉県 0:33:24
38 5611 島内 恭子 ｼﾏｳﾁ ｷｮｳｺ 千葉県 0:33:40
39 5636 佐野 五十鈴 ｻﾉ ｲｽｽﾞ 千葉県 0:33:52
40 5653 青柳 麻弥 ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾔ 千葉県 0:34:49
41 5620 栗原 綾子 ｸﾘﾊﾗ ｱﾔｺ 千葉県 0:35:07
42 5637 溜渕 美香子 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ﾐｶｺ 茨城県 0:35:50
43 5617 窪谷 靖子 ｸﾎﾞﾉﾔ ﾔｽｺ 茨城県 0:35:54
44 5634 仲本 美之 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾕｷ 清月 千葉県 0:35:56
45 5646 川島 正美 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾐ サンワーク 千葉県 0:35:59
46 5639 伊藤 あゆみ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:37:59
47 5624 細川 紀子 ﾎｿｶﾜ ﾉﾘｺ チームまるちゃんず 神奈川県 0:38:19
48 5619 白土 初美 ｼﾗﾄ ﾊﾂﾐ 千葉県 0:38:49
49 5616 人見 真澄 ﾋﾄﾐ ﾏｽﾐ とにかく走ろう 茨城県 0:39:16
50 5627 宗海 操 ｿｳｶｲ ﾐｻｵ 高知県 0:48:21
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51 5608 髙塚 恵美子 ﾀｶﾂｶ 千葉県 1:57:28
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