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1 1376 武藤 未羽 ﾑﾄｳ ﾐｳ 成田高校 千葉県 1:24:26
2 1374 福谷 彩織 ﾌｸﾀﾆ ｻｵﾘ 埼玉県 1:32:11
3 1333 天野 かおり ｱﾏﾉ ｶｵﾘ 千葉県 1:33:26
4 1334 広瀬 裕美 ﾋﾛｾ ﾋﾛﾐ 千葉県 1:42:29
5 1327 亀田 彩子 ｶﾒﾀﾞ ｻｲｺ 東京都 1:45:58
6 1306 松井 あゆみ ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ 千葉県 1:50:14
7 1313 渡瀬 詩史 ﾜﾀｾ ｼﾌﾐ 東京都 1:50:38
8 1348 真行寺 裕実 ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 千葉県 1:50:43
9 1393 山城 美智子 ﾔﾏｼﾛ ﾐﾁｺ 東京都 1:50:58

10 1318 鴇田 紗織 ﾄｷﾀ ｻｵﾘ こすげ走友会 千葉県 1:51:50
11 1355 松本 真弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾔ チーム・デコレ 東京都 1:52:04
12 1332 小倉 直子 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｺ 千葉県 1:53:49
13 1378 田中 美帆 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 千葉県 1:54:10
14 1360 茂木 宏心 ﾓｷﾞ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:54:21
15 1311 山田 紗穂里 ﾔﾏﾀﾞ ｻｵﾘ 千葉県 1:55:12
16 1324 柴田 和香 ｼﾊﾞﾀ ﾜｶ 千葉県 1:55:14
17 1387 江口 亜利沙 ｴｸﾞﾁ ｱﾘｻ 東葉クリニック 千葉県 1:56:19
18 1315 中川 みゆり ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕﾘ １０３１ 千葉県 1:56:38
19 1319 椎名 百合子 ｼｲﾅ ﾕﾘｺ 千葉県 1:56:53
20 1394 小野澤 りつ ｵﾉｻﾞﾜ ﾘﾂ チーム誉田 千葉県 1:58:40
21 1389 奥田 さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 茨城県 1:59:19
22 1356 加部 由美子 ｶﾍﾞ ﾕﾐｺ 東京都 1:59:39
23 1400 宇梶 茜 ｳｶｼﾞ ｱｶﾈ 千葉県 1:59:42
24 1320 椙田 敦美 ｽｷﾞﾀ ｱﾂﾐ 東京都 2:00:35
25 1402 萩原 まりえ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾘｴ 千葉県 2:00:43
26 1339 篠原 波 ｼﾉﾊﾗ ﾅﾐ 東金市立鴇嶺小学校 千葉県 2:01:52
27 1398 松崎 藍 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 茨城県 2:02:22
28 1316 鈴木 佳奈子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 千葉県 2:02:51
29 1369 窪谷 美幸 ｸﾎﾞﾉﾔ ﾐﾕｷ 神奈川県 2:03:22
30 1364 佐野 美生 ｻﾉ ﾐｷ 千葉県 2:03:38
31 1361 中原 加晴 ﾅｶﾊﾗ ｶﾊﾙ 千葉県 2:04:02
32 1314 安田 さと子 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄｺ 千葉県 2:04:33
33 1395 加瀬 愛美 ｶｾ ﾏﾅﾐ 千葉県 2:05:46
34 1366 丸山 希 ﾏﾙﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 千葉県 2:05:46
35 1363 黒藪 真理子 ｸﾛﾔﾌﾞ ﾏﾘｺ 千葉県 2:05:56
36 1373 中山 貴代 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾖ 神奈川県 2:05:56
37 1380 志田原 容子 ｼﾀﾞﾊﾗ ﾖｳｺ 東京都 2:06:08
38 1371 藍野 芙季子 ｱｲﾉ ﾌｷｺ 千葉県 2:07:02
39 1341 鶴飼 友香 ﾂﾙｶｲ ﾕｶ 千葉県 2:08:13
40 1336 吉田 綾子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 2:08:16
41 1409 香取 彩花 ｶﾄﾘ ｱﾔｶ 千葉県 2:08:27
42 1407 永嶋 佳世子 ｴｲｼﾞﾏ ｶﾖｺ 千葉県 2:08:27
43 1408 並木 真由美 ﾅﾐｷ ﾏﾕﾐ 千葉県 2:08:27
44 1406 平野 いづみ ﾋﾗﾉ ｲﾂﾞﾐ 千葉県 2:08:27
45 1309 米山 実慧 ﾖﾈﾔﾏ ﾐｴ 千葉県 2:09:03
46 1404 石毛 友香 ｲｼｹﾞ ﾕｶ 千葉県 2:09:16
47 1358 坪井 美佳 ﾂﾎﾞｲ ﾐｶ 旭中央病院 千葉県 2:10:11
48 1392 秋山 紗耶 ｱｷﾔｱ ｻﾔ 千葉県 2:11:53
49 1384 清水 公美子 ｼﾐｽﾞ ｸﾐｺ 東京都 2:11:54
50 1383 日比野 三紗子 ﾋﾋﾞﾉ ﾐｻｺ 千葉県 2:12:59
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51 1304 松根 麻美莉 ﾏﾂﾈ ｱﾐﾘ ＮＴＴ東日本 千葉県 2:13:17
52 1307 小池 早也香 ｺｲｹ ｻﾔｶ 千葉県 2:13:45
53 1321 布施 由貴子 ﾌｾ ﾕｷｺ チームあろ～は 千葉県 2:13:45
54 1350 太田 華子 ｵｵﾀ ﾊﾙｺ 千葉県 2:13:53
55 1354 眞壁 由企 ﾏｶﾍﾞ ﾕｷ チーム・デコレ 神奈川県 2:15:36
56 1405 落合 可奈子 ｵﾁｱｲ ｶﾅｺ 千葉県 2:16:21
57 1330 濱田 ゆみの ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾐﾉ Ｐａｄｄｙ 千葉県 2:16:32
58 1349 秋葉 絵美子 ｱｷﾊﾞ ｴﾐｺ Ｋａｎａｙａ 千葉県 2:16:36
59 1337 小林 亜矢 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 東京都 2:16:51
60 1329 小林 麻耶 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾔ 東京都 2:16:52
61 1382 平塚 宏美 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾐ 千葉県 2:17:38
62 1375 村 遥佳 ﾑﾗ ﾊﾙｶ 流通経済大学 茨城県 2:17:50
63 1370 宇佐美 香理 ｳｻﾐ ｶｵﾘ うな！ 千葉県 2:18:40
64 1317 竹谷 陽子 ﾀｹﾀﾆ ﾖｳｺ 東京都 2:19:05
65 1385 多田 瑠美 ﾀﾀﾞ ﾙﾐ 千葉県 2:20:08
66 1331 高野 知代 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾖ 千葉県 2:20:16
67 1322 小林 清枝 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｴ 千葉県 2:20:16
68 1388 藤崎 佳奈 ﾌｼﾞｻｷ ｶﾅ 千葉県 2:20:25
69 1326 清水 真里 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘ ＱＦ龍ヶ崎 茨城県 2:21:25
70 1328 鴇田 香織 ﾄｷﾀ ｶｵﾘ 千葉県 2:21:49
71 1303 小林 みか ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 千葉県 2:22:46
72 1344 大塚 早也佳 ｵｵﾂｶ ｻﾔｶ 旭中央病院 千葉県 2:23:15
73 1305 佐藤 好 ｻﾄｳ ｺﾉﾐ 千葉県 2:24:05
74 1302 久保木 成美 ｸﾎﾞｷ ﾅﾙﾐ 千葉県 2:24:49
75 1391 池 麻貴 ｲｹ ﾏｷ 千葉県 2:25:33
76 1386 神宮司 好美 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｺﾉﾐ 銚子ＬＣ 東京都 2:25:35
77 1396 山本 めばえ ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾊﾞｴ 銚子ＬＣ 東京都 2:25:35
78 1390 田中 柚香 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 銚子ＬＣ 神奈川県 2:25:35
79 1365 木内 沙季 ｷｳﾁ ｻｷ 神奈川県 2:26:21
80 1340 梶原 美希 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 千葉県 2:26:35
81 1357 高松 みゆき ﾀｶﾏﾂ ﾐﾕｷ 千葉県 2:29:18
82 1353 平野 弘子 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｺ ＴＲＣ 千葉県 2:29:18
83 1362 鈴木 美耶子 ｽｽﾞｷ ﾐﾔｺ 獨協医科大学越谷病院 埼玉県 2:33:29
84 1310 高木 千絵 ﾀｶｷﾞ ﾁｴ 千葉県 2:38:12
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